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．議会報告

議会報告議会報告

議会報告

　⑴　２月定例会の報告

　⑵　政策討論会の活動報告
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．意見交換

意見交換意見交換

意見交換

　⑴　各地区の課題解消に向けてのテーマ別意見交換

　⑵　市政・議会運営に関する意見交換（テーマ以外）

男性 女性 合計

大戸大戸大戸大戸 2019年5月7日 火 18時30分 大戸公民館　２階講義室１・２ 光回線の敷設と鳥獣被害（イノシシ）対策 17名 4名 21名

門田門田門田門田 2019年5月9日 木 18時00分 南公民館　１階会議室１・２ 地域と学校のつながり 18名 1名 19名

東山東山東山東山 2019年5月13日 月 18時30分 東公民館　２階講義室１・２

地区コミュニティの活性化～福祉・防災・除

排雪等～

15名 6名 21名

湊湊湊湊 2019年5月7日 火 18時30分 湊公民館　会議室 農業と観光の振興 36名 2名 38名

一箕一箕一箕一箕 2019年5月8日 水 18時30分 ふれあいハウス　和室１・２ 少子高齢化対策 9名 5名 14名

河東河東河東河東 2019年5月13日 月 18時30分 河東公民館　１階研修室

地域とともにある学校づくり～コミュニティ

スクール～

9名 0名 9名

行仁行仁行仁行仁 2019年5月8日 水 18時30分 行仁コミュニティセンター　集会室１ 除排雪のあり方 11名 0名 11名

鶴城鶴城鶴城鶴城 2019年5月9日 木 18時30分 鶴城コミュニティセンター　講習室１・２ 県立病院跡地の利活用と除排雪 8名 7名 15名

町北町北町北町北・・・・高野高野高野高野 2019年5月10日 金 18時30分 北公民館　１階会議室１・２ 少子高齢化対策と地域づくり 11名 1名 12名

謹教謹教謹教謹教 2019年5月7日 火 18時30分 謹教コミュニティセンター　３階講習室 謹教地区における子育て支援 9名 0名 9名

城北城北城北城北 2019年5月8日 水 18時00分 城北コミュニティセンター　２階講習室 城北地区における子育て支援 5名 1名 6名

神指神指神指神指 2019年5月9日 木 18時30分 中央公民館神指分館　日本間１・２ 神指地区における子育て支援 7名 0名 7名

日新日新日新日新 2019年5月7日 火 18時30分 日新コミュニティセンター　２階講習室 まちの拠点づくりと防災 15名 1名 16名

城西城西城西城西 2019年5月8日 水 18時30分 城西コミュニティセンター　和室１ 顔が見える地域づくり 10名 2名 12名

北会津北会津北会津北会津 2019年5月10日 金 18時30分 北会津支所ピカリンホール 北会津地区における防災 6名 0名 6名

参加者数合計 186名 30名 216名

会場 テーマ

参加者数

班 地区 開催日 曜日 時間

第第第第１１１１班班班班

第第第第２２２２班班班班

第第第第５５５５班班班班

第第第第３３３３班班班班

第第第第４４４４班班班班

１班 ◎戸川 稔朗、小倉 将人、髙梨 浩、大山 享子、横山 淳、斎藤 基雄

２班 ◎樋川 誠、内海 基、村澤 智、長郷潤一郎、清川 雅史、渡部 認

３班 ◎鈴木 陽、小倉孝太郎、佐藤 郁雄、譲矢 隆、阿部 光正、目黒章三郎

４班 ◎石田 典男、原田 俊広、古川 雄一、中島 好路、松崎 新

５班 ◎土屋 隆、吉田 恵三、丸山さよ子、成田 眞一、佐野 和枝、成田 芳雄
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１１１１．．．．市政全般市政全般市政全般市政全般（（（（テーマテーマテーマテーマ以外以外以外以外））））についてについてについてについて
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

新庁舎を現在の場所に建て替える計画である

が、なぜ他の場所に建てられないのか。

　現在の場所に新庁舎を建て替えることについて

は、第７次総合計画で市当局から提案され、議会

では、一部の議員が反対したが、賛成多数で議決

した。その理由は、現庁舎が３ヶ所に分かれてい

るため１ヶ所に集めコンパクトにし、また現在の

場所は、まちの中心地であり、市政施行以来同じ

場所であり、歴史的な経過があるためである。

新庁舎の場所について市民の意見は聞いている

のか。庁舎問題についてはしっかり話し合いをし

て欲しい。

　市総合計画、タウンミーティング、インター

ネット、市政だよりなどで市民の代表や高校生の

意見を聞いている。そして現在、市長との意見交

換会で市内６ヶ所で新庁舎について説明してい

る。議会も、議員もそれぞれの活動の中で、市民

の声を聞いているが、十分だとは思っていない。

市庁舎を建てるのにいくらの予算か。鶴ケ城の

近くは、高いビルが建てられないと聞いている。

６階建ては高すぎないか。現在の教育委員会（栄

町第二庁舎）のようなコンパクトな建物で良いと

思う。６階は必要ない。エレベーターも必要な

い。

　市庁舎建設予算案は、約94億円といわれてい

る。現在バラバラになっている市庁舎を一つにコ

ンパクトにし、利便性や耐震性などを考慮して、

市当局が提出している案である。当然景観条例に

反することがないよう進めて行くことになるが、

まだ図面が上がってきていない。今後議論する事

になると考える。

新庁舎建設は大事な問題である。市民の意見を

聞く場を設けて欲しい。駐車場の問題も大きな論

点である。

　新庁舎は、現庁舎敷地に建てるという周知は終

わっているが、再検討すべきだという意見が出て

いるので、全地区の意見交換会終了後には、新庁

舎建設についての意見の整理をしていかなければ

ならない。

行政 市庁舎
１班 東山
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

神明通りにはアーケードも建設したが、実際には

衰退しているように思える。新庁舎の建設問題は

多くの市民に関わることであるので、一部の市民

の声だけではなく、もっと多くの市民の声を聞く

べきではないのか。

現在の庁舎は歴史的建造物でもあることから、前

面外壁や議場を残すべきだとの声も寄せられてお

り、また、市民活動の場を設けて欲しいという声

もあることから、新庁舎の一部は市民活動にも利

用したいとの考えも示されている。

新庁舎を現在地に建て替えることについて、いく

つかの理由付けを聞いても、浅い理由にしか聞こ

えない。もっと広い考えを持つべきなのではない

のか。

確かに、いつの間にか「現在地しかない」という

考えが広がってきた部分もあるが、市民にとって

できるだけ利便性の良いものとなるよう、議会と

して今後もしっかりと監視していく。

やはり新庁舎建設は、50年後や100年後を考えた判

断をしていくべきではないのか。その意味でも人

心を一新するべきであり、ひいては市長を変える

必要があるのではないのか。

本市は昭和の合併および、平成の合併をしてきた

が、そのことで市周辺部がさびれていくようでは

良くないと考えるので、そのようにならないよう

にも議会による監視をしていく。

町北

高野

新庁舎は必ず今の場所に建てなければならないの

か聞かせて欲しい。

市の中心市街地である現庁舎周辺に整備するとし

た第７次総合計画が議会において議決されたこと

をもって、整備計画が進められている。

４班 謹教

新庁舎の建設についての場所は、現在の庁舎の場

所で決定なのか。

総務委員会協議会、議員全員協議会で説明を受け

たことについて報告したい。まず現在の場所に庁

舎を建設することを決定したのは菅家市長時代。

その後どのように新庁舎を建設するのか、市民意

見、庁舎検討懇談会で意見要望について検討され

てきた経緯にある。また、第７次総合計画で庁舎

建設の方向性が出され、議会は総合計画の議案を

議決してきたところである。そのため、現在の場

所に建設する方向で進められている。また、別の

場所に新庁舎を建設することについては、新庁舎

建設の候補地を新たな議案として議会で議決する

ことで変更することができる。

行政 市庁舎

３班

鶴城
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

新庁舎の整備について伺う。市役所周辺の商店

街などが空洞化している中、新たな庁舎が必要な

のか。今後、発掘調査も必要になると思うが、経

費もかさむため、新たな庁舎が必要となるのか疑

問である。

　市は、第７次総合計画において、新たな庁舎

を、現庁舎を中心としたエリアに建設することを

公表している。市民のご期待に沿える新庁舎とな

ることを期待している。

新庁舎整備もそうであるが、大きな事業を実施

する際に、市民から意見を聴取するのに１年、構

想作成に１年、事業着手にさらに１年と、時間を

かけすぎるのではないか。半年くらいのテンポで

進めてはどうか。新庁舎はいつ完成予定か。

　新庁舎は、令和７年度（平成37年度）に完成予

定である。

新しい庁舎は１カ所に集約されるのか。 本庁舎、栄町第一・第二・第三庁舎の機能が１カ

所に集約される。

美里町や喜多方市の新庁舎を参考にしたらどう

か。また急ぐ必要はないのではないか。車社会な

ので郊外もいいのではないか。ハードボード跡地

もいいのではないか。現庁舎の跡地は更地にし

て、分譲住宅など売却してはどうか。

ご意見として伺う。

今の時点で新庁舎建設のストップがかけられるの

か。ストップできないのであれば話をしても意味

がない。

予算は議会にかかり賛成多数で通っているのでス

トップはできない。予算案に反対する人が多数に

なればストップすることになる。

北会津

新庁舎を今の本庁舎のところに建てると聞いてい

るがなぜそんな狭いところに建てるのか。栄町第

二庁舎が駐車場ということだが、歩いて庁舎まで

行くことを考えると、なぜなのか疑問である。

議員の中では賛成も反対もいるが、賛成多数で可

決となった。現庁舎に建てる必要性については、

これまで、現庁舎を中心として公共交通をはじめ

インフラを整備してきた経緯があることから、そ

のことを生かして現在の場所とした。身体の不自

由な方の駐車場は庁舎前に準備する予定になって

いる。

行政 市庁舎
５班

日新

城西
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

身体の不自由な高齢者が第二庁舎の駐車場から狭

い道路を渡って庁舎へ入っていく。非常に危険な

状況で、ましてや天候の不順などを考えると、非

常に不便な庁舎整備ではないか。

新しくできる新庁舎の前にも十数台分の駐車ス

ペースを確保する。それで対応できると考えてい

る。

新庁舎整備の説明会をしているようだが、説明会

をやりましたという実績づくりではダメである。

高齢になると駐車場から歩いて庁舎に行き、手続

きをするのは大変。特に冬は大変。

３班 鶴城

新庁舎が現在地に建て替えになるとの説明を受け

ているが、現在地にこだわる理由が見えてこな

い。もっと駐車場の広い所などに建設するべきだ

と考える。

中心市街地の活性化のためにも現在地がよいとの

考えもあり、神明通りが交通のハブ拠点となって

いることもあり、現在地で考えている。

県立病院跡地の利活用についてであるが、来庁

者駐車場を第二庁舎に整備するなどといった現在

の新庁舎整備の内容であれば、新庁舎は、県立病

院跡地に整備すべきでないか。土地利用は100年の

計である。

　県から、賑わいの場として活用してほしいとい

う要望もあり、オフィススペースなどは、県の意

向にそぐわないと考えられる。

県立病院跡地を賑わいの場として活用してほし

いという県の意向は、おかしいのではないか。市

庁舎を整備するのは駄目であるという条件が付さ

れているのであればおかしい。

新庁舎の整備場所が決められてから、県立病院

跡地の利活用構想が出てきた。県立病院跡地に新

庁舎を整備すべきでないか。

市には美術館がない、所蔵美術品はたくさんあ

ると聞く。こうしたことも念頭に、県立病院跡地

利活用について再検討すべきである。

　市としては、広大な土地を無秩序に利用されな

いよう、賑わい創出の場として利活用するため

に、土地を購入する意思を示している。

行政 市庁舎
５班 北会津

行政

まちづく

り

市庁舎

県立病院

跡地

５班 日新
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

新庁舎建設について、県立病院跡地に建設すれ

ば、１か所で用事が済み、駐車場もある。現庁舎

の場所では駐車場が狭いので県立病院跡地が望ま

しいのではないか。車の時代なので中心から外れ

てもいいのではないか。会津美里町の新庁舎は郊

外に建てられた。

新庁舎は現在の場所に建てられる。

県立病院跡地はにぎわいの場として計画を立てて

いる。

新庁舎建設が完全に決まったような発言だが、県

立病院跡地への建設が良い。

広報議会の議案に反対した意見は掲載されている

が、賛成した意見は掲載されていない。賛成した

理由を聞きたい。

いろいろな意見がある。今の現庁舎に建て替える

ことが合理的ではないか等の意見はあった。県立

病院跡地は、後から決まったことである。

新庁舎は県立病院跡地に建てた方が費用が安いの

ではないのか。計画時には積算をするべき。引っ

越し費用やその間の市民の利便性はどうなのか。

県立病院跡地に新庁舎も含めた複合施設をつくる

べきではないのか。今からでも考えればいいで

しょう。

現庁舎に建てるほうが費用が安く済むとのことで

ある。

なお、県立病院跡地に建設した場合の積算はして

いない。現庁舎に建てた場合の概算は約94億円見

積もっている。

行政 行政全般
３班

町北

高野

市や各種団体主催の行事参加申し込み方法(電話、

ハガキ、直接施設へなど)が統一できないのか。

統一できるのは一番良いと考えられるが、各種団

体の現状もあるので、すぐには難しいと考えま

す。

行政

雪害対策

行政評価

除雪後対

応

３班 鶴城

除雪に対して排雪の優先順位は低いということだ

が、市の事業において、優先順位はどのように決

められるのか。

市の事務事業は約700ほどあり、拡大・現状維持・

縮小・廃止の４つに分けられる。議会では、今回

冒頭で各委員会から報告があったように、それぞ

れにテーマを設けて、それに関する事務事業を優

先的に審議している。当局側では行政評価および

外部評価の結果を発表しており、施策の最終評価

において優先順位を決めている。

５班 城西

行政

まちづく

り

市庁舎

県立病院

跡地

7



○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

市制
５班 北会津

市制１２０周年について周知不足ではないか。 市制１２０周年は大きな節目ではない。大々的で

はなかったが４月１日に議場で式典を行ったが、

11月には記念式典を予定している。

職員数
３班

町北

高野

市職員数の推移はどのようになっていますか。 平成17年の合併後、約1,200人いた職員が現在では

1,000人以下と200以上減少している。

行政

少子高齢

化

人口問題

人口減少

５班 城西

年間1,000人以上人口が減少している。これからは

少子高齢化を前提にさまざまなことを考えないと

いけない。

ご意見として伺う。

行政

社会福祉

雇用

人口問題

社会福祉

全般

雇用創出

２班 河東

これからは、人口減少対策が重要である。何か対

策や方向性はあるのか。

定住人口の増加が重要。そのために、若者が働け

る雇用の場の確保が重要である。また、子どもを

産み育てることができるよう、幼少期から小中高

が連携した切れ目のない子育て支援に取り組んで

行く。

４班 謹教

４月１日現在、市の人口は12万人を割った。人口

増加に向けての課題、問題をどのように考えてい

るのか。会津若松市の若者は、高校卒業後、就

職、進学で地元に残る人より出る人の方が多い。

若者の就職先の確保については、行政の政策判断

を誤らないように行い、若者の地元定着に向けて

取り組んでいただきたい。

市が取組を進めたICTオフィスビル整備の目的は、

新たな雇用の創出である。地元の若者、会津大学

生の受け皿としての新規採用、首都圏からの移転

者およびその家族が会津若松市で生活することで

定住人口を増やす取組である。企業との懇談会で

は、「家族で移住するためには、子どもの教育、

進学、文化、自然環境、医療機関などの課題、問

題を理解し整備する必要がある」との意見が寄せ

られていると聞いている。

５班 城西

人口増加の対策を取るべき。ICT関係ばかりではな

く、普通の人が働ける職場があればいいのではな

いか。

ご意見として伺う。

行政

行政

雇用

人口問題

雇用創出
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

行政

企業誘致

人口問題

企業誘致

３班 行仁

ＩＣＴオフィス入居企業で働く人は、家族連れで

はないと聞くが、定住するのか。

入居企業との契約は５年となっている。家族連れ

も少ない。交流人口は増えるが、定住人口は、ど

のくらい増えるのか、まだ分からない。

財政運営
５班 北会津

県立病院跡地の利活用、ICTオフィス、新庁舎建

設、会津若松駅前整備など、非常にハードな予定

を組んでいるが、財政的に大丈夫なのか。

新庁舎を建てることは総合計画や、都市計画マス

タープランで位置づけしている。その後に出てき

た、県立病院跡地の利活用については、市は賑わ

いの場の創出ということで新庁舎建設とは別に考

えている。広い土地を有効活用してさまざまな市

民ニーズに応えられるよう複合的な施設を整備し

ていこうとしている。会津若松駅前整備を加え三

つとなるが、一つ一つ大事なことである。しか

し、三つ重なることで、財政的に重い負担となる

のではないかと懸念されることから、本年２月定

例会では、財政危機に陥ることのないよう後年度

負担の平準化に意を用い、各事業について財政状

況を十分見極めながら進めていくべきであるとの

決議を可決したところである。

２班 河東

定住という視点では、本社が東京にあれば税金の

増収は見込めない。ある程度の経済効果は見込ま

れるが限定される。課題として今後議会で取り組

んでもらいたい。

ご要望として伺う。

３班

町北

高野

各種事業を実現するには市の財政が大変になって

くるようで心配なのですが。

議会として、財政分析や定期的なチェックを継続

するとともに、新たな市債(借金)管理のルールを

要望してきた。また、今後の事業実施に当たって

は、市民や関係者との意見調整を行うとともに、

財政状況を十分見極めながら進めていくべきであ

る旨の議会としての決議を示した。

財政

財政状況

9



○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

会津若松駅前広場はどのようになるのか。ま

た、以前駅前で事故があったが、それはどこで起

きたのか。

　駅前広場はワシントンホテル方向から踏み切り

までの道路と駅に入る道路を、ロータリーにする

計画である。

　今年２月、駅前バス停でバスから降りた市外の

女性が、市内周遊バスにひかれるという死亡事故

が発生した。原因は、バス停がフラットになって

いるためといわれている。

　駅前の地下通路を利用する人は少ないと思う。 　ご意見として伺う。

３班 行仁

会津若松駅前整備の考え方について、「現時点で

は事業費が算出できないことから、財政状況を踏

まえたまちづくりの判断は困難な状況です。」と

広報議会に記載されている。やらないのではな

く、やるべきではないか。

コンサルタント料が5,700万円かかり、高すぎる。

現在図面を作成してもらっているが、今のところ

簡単ではない。予算の使い方も難しい。

駅前の地権者は、市、東日本旅客鉄道㈱、日本貨

物鉄道㈱となっており、日本貨物鉄道㈱の跡に複

合ビル建設の考えもある。

４班 城北

会津若松駅の再整備について、以前、市の担当者

から駅前広場のロータリー化について説明を受け

たことがある。会津若松駅の再整備は、どのよう

な内容で進められるのか。

２月定例会で建設部の予算に会津若松駅前都市基

盤整備事業費57,075,000円が計上された。駅前の

道路について基本的に調査を行うもので、飯盛山

から駅前までと上荒久田からきて会津若松駅近く

の踏切改良工事が終了し信号機が設置され、大町

通りの改修工事が進められ一方通行になった。交

通量が増え会津若松駅周辺の道路接続をより良い

ものにするために調査を依頼するものである。調

査結果を受けて、東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄

道㈱、会津乗合自動車㈱、会津若松市が協議をす

ることになった。また、この事業については、総

務委員会でまちの拠点について協議説明がされて

きた。平成28年度には、駅前広場についての調査

が委託されさまざまなパターンについて報告を受

けてきたところである。

まちづく

り

会津若松

駅前

駅前整備

会津若松

駅周辺管

理

東山１班
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

４班 神指

まちの拠点整備について伺いたい。会津若松駅前

の基盤整備の見通しについて説明していただきた

い。

２月定例会で建設部の予算に会津若松駅前都市基

盤整備事業費57,075,000円が計上された。駅前の

道路について基本的に調査を行うもので、飯盛山

から駅前までと上荒久田からきて会津若松駅近く

の踏切改良工事、そして大町通りの整備に係る道

路の接続をどのようにしていくのか調査を依頼す

るものである。調査結果を受けて、東日本旅客鉄

道㈱、日本貨物鉄道㈱、会津乗合自動車㈱、会津

若松市が協議をする前提としての予算となる。ま

た、この事業については、総務委員会でまちの拠

点について協議説明がされてきた。平成28年度に

は、駅前広場についての調査が委託されさまざま

なパターンについて報告を受けてきたところであ

る。

５班 日新

会津若松駅前整備の内容について、説明をして

いただきたい。

ＪＲ会津若松駅の踏切から大町通りや飯盛山方

面に抜ける市道幹Ⅰ－６号線は直線でなく、踏切

近くの信号待ちの車などの渋滞が発生し危険な箇

所である。また高速バス乗り場が駅から離れてい

るなど、市の玄関口としてふさわしくない状況に

あるため、市、東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道

㈱などと協力し合いながら駅前の整備を進めるも

のである。

今後、バスロータリーの設置、交番や公園の移

転などにより市道整備が想定されるが、具体的内

容はこれからになる。

まちづく

り

会津若松

駅前

駅前整備

会津若松

駅前周辺

管理
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

会津若松駅前は、見栄えも良くない。観光都市

に見合う駅前整備が必要である。早く青写真を作

成してほしい。例えば駅舎を鶴ケ城の形にするな

ど、印象深いものにしてはどうか。

　今年度の予算措置は、調査等の委託に要する経

費であるが、東日本旅客鉄道㈱や日本貨物鉄道㈱

の事業者の意向もあることから、相互に協議し、

計画をつくりながら、進めていくことになる。

 この駅前整備については、市民アンケートを実施

しており、本市の顔となる駅前となるよう要望が

寄せられている。安全性に配慮しつつ、市民の声

に寄り添った整備内容となるよう、建設委員会に

おいても取り組んでいく。

駅前は、ごちゃごちゃしている。観光都市にふ

さわしくない。一刻も早く進めてほしい。

　会津若松駅前は、市以外に、東日本旅客鉄道

㈱、日本貨物鉄道㈱の土地もあるため、官民共同

で取り組まなくてはいけないため、相互に協議し

ながら進めていくことになる。

３班

町北

高野

県立病院跡地の利活用方法はどのようになるの

か。

今年度４月に、市民アンケート等に基づいて基本

計画が策定されたので、今後市民の皆様に説明さ

れることになっている。

５班 城西

県立病院跡地で朝市をやってほしい。青森県弘前

での朝市を見てきたが、賑わいをつくっていた。

ご意見として伺う。

まちづく

り

高齢福祉

県立病院

跡地

高齢者対

策

１班 東山

県立病院跡地の利活用について、子供の施設は

大事だと思うが、高齢者の言葉が入っていない。

高齢者はこれから増える一方でもあるので、高齢

者が集まれる場所を、できるだけ考えて欲しい。

　確かに高齢者の言葉が入っていない。総務委員

会の企画部門と、文教厚生委員会の福祉部門など

で、街の拠点としての県立病院跡地利活用構想

を、これから議論していく必要がある。

まちづく

り

会津若松

駅前

駅前整備

会津若松

駅前周辺

管理

５班 日新

まちづく

り

県立病院

跡地
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

まちづく

り

公共施設
２班 河東

地区には高齢者が多くいるが、介護にならないよ

う体力維持のために100歳体操などに取り組んでい

るが、最近参加者が増えて会場の確保が難しく

なってきている。公民館や保険センターを、がら

がらで使っていない旧河東町役場の建物へ移って

もらい、河東総合福祉センター桜河苑としてぜひ

使えるようにしてもらいたい。

庁舎の再利用、利活用も含めてご意見として伺

う。

まちづく

り

まちづく

り

４班 神指

将来のビジョンもなくまちづくりができるのか。

まちづくりについて考えることが重要。例えば、

門田地区には、工業団地を３カ所増設した結果、

オリンパスをはじめ多くの企業が誘致された。そ

こに勤める従業員の中には、門田地区に土地を購

入し住居を構える方がいる。若者の定住と子ども

の数の増加により、門田小学校１校だった小学校

が門田小学校、城南小学校、小金井小学校の３校

になった。神指地区の将来を見据えるビジョンを

つくり、企業を誘致し若者の定住で地域が活性化

するのではないかと考える。

貴重な意見として受け止める。

まちづく

り

学校施設

企業誘致

まちづく

り

旧学校地

企業誘致

３班 鶴城

会津学鳳高校跡地や旧陸上競技場跡地の利活用に

ついてはビジョンがないと思われる。今まで通り

のやり方では企業も来ないし、若者の定住も考え

にくい。

会津学鳳高校跡地は今後建物を解体した後は駐車

場にする予定であるが、時期については未定であ

る。ICTオフィスビルへの入居企業は増えてきてい

て、その企業に会津大学の卒業生が就職できるよ

うになっていくと徐々に若者の定住につながって

いくものと考えている。
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

農村地帯の子どもが減少している。その要因とし

て、若者が親と同居しなくなっている。後継者が

他の地区で借家を借りて生活することで神指小学

校の児童数が減ってきている。地域の中に新たな

住宅を自由に求めることができる環境が整えば地

区に帰ってきて住むようになる。

都市計画の問題、市街化調整区域の問題を整理し

次に向けた政策をつくる必要がある。権現堰の開

発は休止しその後解散となった。一つの事例とし

て、城前住宅の現状は高齢者が住む団地ですが、

今整備をして若者が住めるようになる計画になっ

てきている。

神指地区は道路、橋の整備ができてきた。子育て

のためには、地区の中に住む場所、若者が働く場

所が必要となる。神指地区の将来を見据えた方向

性を考える時期ではないか。市街化調整区域を外

してほしい。

貴重な意見として受け止める。

まちづく

り

企業誘致

スマート

シティ

企業誘致

５班 北会津

スマートフォンやインターネットサービスが普及

してくると、庁舎に行かなくても手続きが済むよ

うになるので、庁舎に行かなくても手続くが済む

ようなサービスを早めに提供していただきたい。

支所機能も現状は少ないので、もっと充実してほ

しい。

ICT企業誘致で定住者がたくさん増えるのではない

かというが、ＩCＴ化が進めば進むほど在宅ワーク

ができるようになるということは海外にいても仕

事ができるということになるので、定住は加速し

ないと思う。

庁舎に行かなくてもできるサービスについては、

コンビニでさまざまな証明の取得や納付をするこ

とができる。支所機能の充実も進めている。

今回のＩＣＴビルをつくったのは、会津は災害が

非常に少なくて地盤も安定している立地条件を生

かし、東京にある本社機能を会津に移転するとい

うことが大きな目的である。

まちづく

り

農業

移住

土地利用

３班

町北

高野

農地付き住宅を望み、昨年移住してきた。農地付

き空家への移住促進に力を入れている喜多方市

は、農地取得基準面積を緩和しているようだが、

会津若松市はそれがないため、営農計画などの書

類提出で苦労した。移住を促進するのであれば魅

力がないとと思うが、農地の取得基準面積を緩和

すれば移住が進むのではないか。

農業への参入を促進するため、法律により緩和が

進んでいる。市の取組については、確認させてい

ただく。（事後処理報告書Ｐ99）

まちづく

り

都市計画

まちづく

り

市街化調

整区域

４班 神指
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【① 
① ① 
① 行財政

行財政行財政
行財政に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

廃校になった八田野小学校は現在使われていない

が、その後の予定はどうなっているのか。雪によ

る倒木や、校庭の雑草の繁茂など維持管理も含め

て対応してもらいたい。

耐震化の問題もあり現在は使っていない。現在の

管理は教育委員会なので、いただいた意見は教育

委員会へ申し伝える。

河東第三小学校も廃校である。大熊町の避難者が

来ていたがいなくなった後の利活用について、早

く計画を立ててもらいたい。

ご意見として伺う。

通信

光ファイ

バー

２班 湊

へき地に若者を定着させるには、インターネット

環境などのインフラ整備が必要ではないか。

国で支援策が検討されており、これが通れば今年

中に整備したいと当局から情報提供があった。

交通 バス
１班 大戸

要望はたくさんあるが、例えば大戸にも金川町の

ようなバスの運行などを望む。自動車の運転免許

を返納したら、日々の食材の買出しに困るので、

バスの運行について、地域の意見を受け止めてほ

しい。

ご意見として伺う。

公共施設

観光

施設管理

駐車場

４班 謹教

お願いがあります。連休になると観光客に対し旧

学鳳高校の校庭を駐車場として開放している。問

題は、校庭が土のためタイヤに付着した土や砂

が、校庭の西口から国道118号に付着し、場所に

よっては道路の端に塊となって集まり、周辺では

土埃が起きている。町内で掃除をしているが、市

の対応をお願いしたい。

担当課に伝え対応をするように話をする。（事後

処理報告書Ｐ100）

まちづく

り

学校施設

小学校跡

地

旧学校跡

地

２班 河東
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【② 
② ② 
② 生活環境

生活環境生活環境
生活環境に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班 湊

レアメタルの回収について市の取組は。 一時期レアメタルの回収に取り組んでいたが、民

間業者の積極的な参入があったので、現在は取り

組んでいない。

５班 城西

ゴミの問題で八王子の取組を紹介したい。ゴミの

回収袋を行政から買っていた（10枚300円）。有料

となればゴミを捨てるのに意識が高くなりゴミの

減量化につながる。また、行政の財源にもなる。

補助金を要求するだけでなく、市民として自助努

力も必要ではないか。

ご意見として伺う。

環境

学校教育

ごみ

教育方法

５班 城西

一般質問のゴミ問題について回答が実態と違う。

「ゴミ出しについて町内会等から個々の事情を勘

案してほしいといった要望もあるため、個別相談

に応じながら柔軟な対応を心がけます」とある

が、個別相談には応じていない。

第４中学校の落ち葉掃除は町内会で行っている。

震災後、子どもたちに草むしりなどさせないよう

になったが、草むしりや落ち葉掃除を子どもたち

にさせてはどうか。

ご意見として伺う。

糞尿処理
４班 城北

犬の糞の放置についてですが、一部の方が放置し

ている。沼川から藤室街道にのぞむ路肩沿いの草

むらに多く放置されていることを報告します。

個人的な要望事項として受け止めさせていただ

く。なお、町内会や区長会に要望事項を提案する

などしてはいかがか。

放射線対

応

２班 河東

東京電力の東長原にある日橋発電所の改修工事に

おいて、放射能を帯びた遮蔽土を利用すると東京

電力からのお知らせがあった。放射能に対して、

まだ敏感な方がいる中で、小さい子どもがいる

方々などに安全に対する積極的な周知が必要では

ないか。

説明責任は行政にもあると考える。議会としても

政策討論会を中心としながら積極的な情報開示の

あり方を研究していく。

環境 ごみ

環境
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【② 
② ② 
② 生活環境

生活環境生活環境
生活環境に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

環境

都市計画

美化

花と緑

３班 鶴城

本市は城下町であるのに、風情が感じられない。

観光客がまた来たいと思えるような綺麗なまちの

イメージをつくるべきであり、そのためには花を

たくさん植えるなどの美化に努めるべき。「いに

しえ街道」や「極上の会津」などという考えもあ

るようだが、名前だけである。高齢者も増えたの

で、子どもだけではなく幅広い年代が住みやすい

まちづくりをしてほしい。

50ｍ～100ｍに１基のベンチがあれば高齢者でも歩

きやすいまちになるということを聞いたことがあ

る。花と緑の課や市民憲章推進委員会などでも花

を植えたりしてまちの美化には努めている。議会

としても先進地調査などを行って、綺麗なまちづ

くりを目指していきたい。

要望として、藤室街道にある４カ所の十字路に信

号機の設置をしてほしい。

個人的な要望事項として受け止めさせていただ

く。なお、町内会や区長会に要望事項を提案する

などしてはいかがか。

信号機設置の要望は、地区全体の共通認識になっ

ていない。会津若松駅と七日町駅間の踏切遮断機

鳴動時間と渋滞、信号機設置によるさらなる渋滞

のこともある。

個人的な要望事項として受け止めさせていただ

く。なお、町内会や区長会に要望事項を提案する

などしてはいかがか。

安全対策
１班 大戸

下雨屋の踏切で死亡事故が発生した。過去に要望

書を関係各所に提出しているが、実際に事故が起

きてしまった。原因は遮断機がないことである。

遮断機を設置するスペースがないからとの回答を

得たが、飯坂線には全てある。人命が大事なので

コストをかけてやっていくべきである。原因を追

究して事故を防ぐ方策をとるべきである。

市の事業ではないため会津鉄道に伝えるとしか回

答できない。

免許返納
２班 一箕

会津若松市では免許証の返納が進まない状況にあ

るが、他の地域では免許返納の特典として、無料

チケットの配布などがあるが本市でも同じような

ことができないのか。また、免許証返納の割合を

伸ばすためにはいろいろな優遇措置をすべきと考

えるが市はどのように考えているのか。

免許返納の特典については、無料チケットの配布

等はないが、タクシーの乗車料金１割引やバスの

運賃半額、飲食店などの料金割引等の制度があ

る。

交通安全

信号機
４班 城北
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【② 
② ② 
② 生活環境

生活環境生活環境
生活環境に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

駐輪場
４班 城北

会津若松駅北側にある駐輪場の問題です。草が伸

び放題なので管理をしていただきたい。

会津若松駅前に２か所、七日町駅１か所、西若松

駅２か所に市が管理する駐輪場がある。朝晩管理

を委託し、整理していただいている。質問のあっ

た駐輪場は、底地が日本貨物鉄道㈱の土地である

ため舗装をすることは困難な場所であるが、担当

所管課で管理しているので報告し改善を求める。

（事後処理報告書Ｐ101）

横断歩道
５班 北会津

北会津中学校、認定こども園からほたるの森にわ

たる道路に横断歩道と押しボタン信号、交差点の

鉄柱等要望している。

横断歩道はつくる予定と伺っているが、信号につ

いては引き続き要望していただきたい。

防災・安

全

防犯カメ

ラ

５班 日新

日新小学校、謹教小学校、第３中学校区に見守

り隊を結成し防犯に取り組んでいるが、市に対し

以前、日新町にある只見線ガード下への防犯カメ

ラの設置を要望したが、結果としてカーブミラー

が設置された。防犯カメラの設置を要望したい。

　ゴミ収集車も防犯のための見守りに協力いただ

いている。ゴミ収集車に助けを求めるよう各学校

に対して説明をしている。防犯カメラについて

は、市に確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ

102）

地域社会 地域活動
２班 湊

ボランティアをしてくれる方に出すジュース代な

どは区長会から出していただいている。そういう

ことに使える補助があってもいいのではないか。

意見として伺う。

交通安全
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【② 
② ② 
② 生活環境

生活環境生活環境
生活環境に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

町内会長の任務がハードになってきている。多く

の町内会長からの声として後継者がいないと出さ

れており、町内の後継者をどのようにつくるのか

という問題がある。また、謹教地区では、地区社

会福祉協議会をどのようにつくるのか協議されて

いるところであり、町内会の役員の仕事が増える

中でさらに地区社会福祉協議会を立ち上げ運営で

きるのか。また、謹教小学校のコミュニティス

クールについても地区に相談が来ている。町内会

会長、地域全体の運営と役員それぞれの任務につ

いて、整理していくことが課題である。

議会は、市のまちづくりについて総務委員会や一

般質問で取り上げ質疑している。市全体、地域、

町内会の役割分担が求められている中で、市から

の上から目線による市民協働を行わないよう、議

会で質疑している。新たな地区社会福祉協議会結

成についても、市の担当部署、社会福祉協議会と

地域の方々が話し合い、進めるべきであると考え

る。

地区社会福祉協議会については、町内会長に運営

を投げられたらできない、どのように考えればよ

いか。

ご意見を受け止める。

地区社会福祉協議会については、町内会長全員が

役員として運営に携わるのではなく、役員として

入るのは複数の方だけである。他の各種団体など

から入る方もいる。

ご意見ありがとうございます。

民生委員・児童委員のなり手がいない、町内会長

が見つけて下さいと言われるが見つからない。謹

教地区の区割りがどのようになっているのかわか

らない。今のままだと民生委員・児童委員を受け

る人がいない。謹教地区の複数の町内会で一人で

はなく、町内会に一人の選出だとわかりやすく頼

みやすい。

民生委員・児童委員の定員数が決まっているので

全ての町内会からの選出にはならない。

地域社会 地域活動
４班 謹教
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【② 
② ② 
② 生活環境

生活環境生活環境
生活環境に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

地域活動
４班 謹教

民生委員・児童委員の定数は、市内全体の定員、

そして地区の定員が決められている。謹教地区の

定数は22名。謹教地区の町内会は、60町内会のた

め町内に一人の人選ができない。また、謹教地区

は、南北に細長い区域なので、一部隣接する地

区、例えば行仁地区町内会の方が謹教地区の町内

会の範囲で民生委員・児童委員の担当として活動

していただいている。

ご意見ありがとうございます。

地域コ

ミュニ

ティ

２班 湊

コミュニティスクールの取組状況について伺いた

い。

地域の皆様との連携、関わっていただける方と学

校との関係、家庭との関係、それぞれを整理して

いかなければならない。また、一定の費用が掛

かってくるので、予算の捻出のあり方を教育委員

会内部で検討しているとの情報は伺っているが、

まだ具体的な検討内容について議会には報告が上

がっていない。

コミュニ

ティセン

ター

３班 行仁

行仁小学校の建て替えが決まったが、行仁コミュ

ニティセンターのあり方についてはどうなってい

るのか。複合化の話がなくなった時点で、その後

の対策は考えているのか。子どもクラブ、児童館

がなくなるので、給排水などの整備、トイレの様

式化、ガスの火力の問題などは検討しなくてはい

けないのではないか。

行仁コミュニティセンターの改築については、現

在のところ予定はない。正副議長には事務担当者

から説明があったので、給排水の整備、トイレの

改築をお願いした。行仁小学校の話が先だが、行

仁小学校の建て替え期間の３年を待たないで行仁

コミュニティセンターのあり方について考えてい

くように、文教厚生委員会で要望・協議してい

く。

雪害対策

オペレー

ター

２班 湊

75歳、80歳の方が除雪オペレーターをやってい

る。若い希望者がいるのに採用されない。世代交

代をしていかないと後継者が育たないので、若い

人が採用されるよう検討してほしい。

オペレーターの育成は課題であり、建設部で、道

路のメンテナンスも含めて民間委託の内容につい

て再度検討がされている。

地域社会
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○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【② 
② ② 
② 生活環境

生活環境生活環境
生活環境に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

除雪実施

個所

２班 河東

東京電力第四発電所の前に橋があるが、橋の上は

除雪しないとなっている。除雪車両の重量の関係

でだめなのかもしれないが、小型の除雪機などで

対応するなど色々と検討して対応してもらいた

い。

基本的には委託された業者と地域がシーズン前に

打ち合わせを行い、細部にわたる除雪のやり方を

協議していただいている。ぜひ詳細な打合わせを

行ってほしい。

雪溜め場
２班 一箕

雪溜め場がなく緑地公園等に持ち込まれている

が、原則的に緑地公園等は雪溜場に使用できな

い。

側溝に雪は捨てないこととなっているが、実際は

捨てているのが現実である。私道に関しても除排

雪が十分にできているか問題がある。交差点の近

くに雪の山があり、問題化している場所もある。

扇町町内の大熊町仮設住宅のあった部分を雪溜め

場として使用できないか。雪の置場について考え

てもらいたい。

後日調査し、報告する。（事後処理報告書Ｐ103）

仕組みづ

くり

１班 大戸

除雪についてだが、大戸の降雪をどうやって監視

して出動につなげているのか。監視カメラもある

と思うが、区長に確認してからでは朝の時間に間

に合わない。出勤に間に合わず９時頃に来ること

もある。

ご意見として伺う。

除雪後対

応

１班 大戸

業者が除雪中に壊したものがあり、業者の責任と

確認した。降雪前に業者の下見が必要ではない

か。

基本は作業した業者や市に責任がある。

雪害対策
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

雪害対策

行政

除雪後対

応

行政評価

３班 鶴城

除雪に対して排雪の優先順位は低いということだ

が、市の事業において、優先順位はどのように決

められるのか。

市の事務事業は約700ほどあり、拡大・現状維持・

縮小・廃止の４つに分けられる。議会では、今回

冒頭で各委員会から報告があったように、それぞ

れにテーマを設けて、それに関する事務事業を優

先的に審議している。当局側では行政評価および

外部評価の結果を発表しており、施策の最終評価

において優先順位を決めている。
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

社会福祉協議会の役員はどのようにして選出して

いるのか。市でも役員を送っているのか。

市の現職職員で役員はいない。退職職員が常務理

事として勤務している。その他の役員については

民間の方々になる。

社会福祉協議会の役員は河東地区から選出されて

いる人はいるのか。

理事が選出されている。

河東地区の施設にいた人が亡くなると、家族は社

会福祉協議会に膨大な金額の寄附をしなければい

けない。一体何に使われているのか。河東地区に

還元してもらいたい。

民間運営施設であることから、ご意見として伺

う。

社会福祉

高齢福祉

社会福祉

協議会

高齢者対

策

２班 河東

高齢者対策にしっかり取り組んでもらいたい。市

と市社会福祉協議会の関係はどうなっているの

か。

市が施策政策を立案、社会福祉協議会が運営・実

動と役割分担をし、福祉行政についてお互いに連

携しながらさまざまな事業を進めている。

低所得者

対策

２班 河東

生活困窮者の対応について、後見人などの支援の

対応が非常に遅いと感じる。迅速に対応してもら

いたい。

生活困窮者の課題については、現在議会の政策討

論会第２分科会で研究テーマとして行っている。

後見人制度についても議論対象であるため、ご意

見を踏まえ積極的な協議をしていく。

民生費
２班 一箕

広報議会の民生費が多く計上されていることが、

民生委員が多くのお金を得ていると市民の方から

誤解されるのではないか。

民生費は多くの扶助費等の合計であり、民生委員

の費用が多いことではない。

社会福祉

社会福祉

社会福祉

協議会

２班 河東
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

社会福祉

雇用

行政

社会福祉

全般

雇用創出

人口問題

２班 河東

これからは、人口減少対策が重要である。何か対

策や方向性はあるのか。

定住人口の増加が重要。そのために、若者が働け

る雇用の場の確保が重要である。また、子どもを

産み育てることができるよう、幼少期から小中高

が連携した切れ目のない子育て支援に取り組んで

行く。

高齢福祉

まちづく

り

高齢者対

策

県立病院

跡地

１班 東山

県立病院跡地の利活用について、子供の施設は

大事だと思うが、高齢者の言葉が入っていない。

高齢者はこれから増える一方でもあるので、高齢

者が集まれる場所を、できるだけ考えて欲しい。

　確かに高齢者の言葉が入っていない。総務委員

会の企画部門と、文教厚生委員会の福祉部門など

で、街の拠点としての県立病院跡地利活用構想

を、これから議論していく必要がある。

児童福祉

居場所づ

くり

３班

町北

高野

子どもの居場所づくりにかかわっているが、公民

館などの集まる空間があればよいのでなく、子供

を参加させる仕組みづくりが必要だと思う。ボラ

ンティアには限界がある。東京杉並区の事例も研

修してきたが、先進事例を聞かせて欲しい。さら

に、中高生が参加できるような仕組みを考える必

要があると思う。

子どもの居場所づくりに公民館は重要な拠点であ

るが、使用・運営に自由度がなくなっている。東

京都文京区「ビーラボ」では、中高生が中心とな

り、子供たち自身が自分たちの活動を企画し活動

している。今後も、官民連携の在り方、安全管理

を考慮しながらの公民館などの施設運営の方法に

ついて研究していく。

少子高齢

化

行政

人口減少

人口問題

５班 城西

年間1,000人以上人口が減少している。これからは

少子高齢化を前提にさまざまなことを考えないと

いけない。

ご意見として伺う。
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

市の観光地周辺の駐車場を開放している。このこ

とは良いことだが、観光で来ていただいた方に対

する駐車場解放の情報が少ないと思う。

臨時駐車場の場所については、市のホームページ

や市政だよりで周知している。観光客の方につい

ての情報は、SNSなどで配信している。今年は旧県

立病院跡地を臨時駐車場にした。また、会津大学

の駐車場を開放して現地から神明通り経由で鶴ケ

城までのシャトルバスを運行した。さらに警備員

を配置するなど体制を整え準備してきたところで

ある。

市の観光に対する駐車場対策は、よくやっている

と実感している。ほかの観光地で駐車場が近隣に

なくあっても狭い、また、目的地から遠い場所の

駐車場をよく見受ける。それに比べ、鶴ケ城は駐

車場が多く、今年も観光で来たお客様に駐車場が

多いので良かったとほめていただいた。

ご意見ありがとうございます。

観光

公共施設

駐車場

施設管理

４班 謹教

お願いがあります。連休になると観光客に対し旧

学鳳高校の校庭を駐車場として開放している。問

題は、校庭が土のためタイヤに付着した土や砂

が、校庭の西口から国道118号に付着し、場所に

よっては道路の端に塊となって集まり、周辺では

土埃が起きている。町内で掃除をしているが、市

の対応をお願いしたい。

担当課に伝え対応をするように話をする。（事後

処理報告書Ｐ100）

観光

観光イベ

ント

２班 湊

ナイトタイムエコノミーの取組内容は。 今年から予算化されたナイトタイムエコノミー推

進協議会を立ち上げ、夜間の消費喚起を推進して

いく。

観光 駐車場
４班 謹教
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

観光イベ

ント

３班

町北

高野

ナイトタイムエコノミーは、どのような取組です

か。また、外国人観光客だけが対象ですか。

すでに各地で実施されていますが、外国人観光客

だけでなく、市内に宿泊された観光客をターゲッ

トとして、さまざまな観光スポットを見ていただ

いたり、会津の食材を提供する店舗などに参加し

ていただくなどして、夜の市内を楽しんでもらお

うとする取組です。(鶴ケ城などのライトアップも

その一つの取組となっています。)

経済効果
５班 北会津

戊辰１５０周年事業の経済効果は。 戊辰１５０周年記念事業実行委員会の報告では、

観光客が３万人程度増加、９月決算で審議してい

く。

ICTオフィスと言うのは会津の人ではなくて、会津

以外から来る人が多いのか。

今年度は会津以外から来た人がほとんどである。

製造業とは違い、特殊な技術や知識が必要で、会

津大学の卒業生の流出を防ぐ受け皿と考えてい

る。今後の誘致には景気に左右されない業種を考

えていかねばならない。

ICTオフィスの事業はバラ色の将来ではないのか。 ここまでの取組については、一定の評価ができる

が、ICTオフィスに来ている人は単身が多いので、

入居者およびその家族の定住には課題が残る。地

方創生の例として全国的には注目もされている。

今後の課題も含め、議会も注視していく。

門田

　ＩＣＴオフィスビルは順調か。 現在17社が入居することとなっている。入居す

るＩＣＴ企業間や会津大学等関係機関との連携が

うまくいくのかなど注視しているところである。

２班 湊

広報議会５月号によると、ＩＣＴオフィスに２社

契約が済んでいるようだが、現在の状況は。

17社が契約の意向を示しており、約450名の雇用が

見込まれている。

観光

大戸

企業誘致 企業誘致

１班
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班 湊

ICTオフィスに入居する企業は、市外から来るの

か。

一部市内からの入居になるが９割近くが県外の企

業になる。

行仁

高齢者の１人暮らしが多くなってきている。若い

人の働く場を整備していくべきではないか。

企業誘致に当たっては、企業にとって魅力ある場

所とならないといけない。簡単ではない。ＩＣＴ

オフィスビルに、会津大学の学生を雇用しようと

している。また、今後、高校卒業生をいかに会津

に引き留めるかについて考えていかなければなら

ない。

鶴城

４月22日に開所したJT跡地に建設されたICTオフィ

スビル（スマートシティAiCT）には、予定通りに

企業が入居しているのか。

４月18日の産業経済員会協議会で提出された資料

によると、オフィス棟契約済および契約見込みの

企業の合計は17社であり、貸室面積は702坪（オ

フィス棟貸室全面積に対して72％）となってお

り、現在も約10社と入居交渉中とのことです。

ＩＣＴオフィスができたようだが、認知度が低い

と思うので上げる必要があるのでないか。

４月22日にオープニングを行ったばかりであり、

今後交流棟が稼働していけば認知度は上がってい

くと思われる。

ＩＣＴオフィスビル入居企業の状況は。また、入

居目標人は達成できるのか。

３月末時点で、６者と契約済み。入居予定数は450

名程度と聞いている。

ICTオフィスの入居状況はどうなっているのか。全

体スペースのうち、どの程度埋まったのか。

現在17社が入居予定となっているが、３月末時点

で６社が入居している。入居予定の17社でオフィ

ス棟全体の７割が埋まる予定である。

ICTオフィスについて、家賃を多少下げる話が出て

いたが、建築費がいくらで、家賃がいくら入ると

採算が合うのかなど、基準がわからない。

全部でいくらかかり市はどの位出すのか。全体的

なものを出してほしい。

ICTオフィス環境整備事業に要した市の事業費は、

総額が約15億円で、そのうち約５億円が国からの

補助になる。また、ICTオフィスの建設費は、駐車

場等の外構費も含め約24億円要したと聞き及んで

いる。

企業誘致 企業誘致

３班

町北

高野

５班 城西
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

企業誘致 企業誘致
５班 北会津

ICTオフィスには６社入るということですが、１社

がほとんど独占している状況ではないのか。その

１社の為につくったのかと思う。そのところの説

明をお願いしたい。

１社が占める割合は大きいですが、１社だけのた

めではありません。会津若松がICT関連の企業の集

積を図り、雇用の確保と若者の流動を防ぐ。会津

大学の卒業生の受け皿として機能するよう、新し

い産業の育成という観点でも非常に有効な手段で

はないかと考える。

企業誘致

行政

企業誘致

人口問題

３班 行仁

ＩＣＴオフィス入居企業で働く人は、家族連れで

はないと聞くが、定住するのか。

入居企業との契約は５年となっている。家族連れ

も少ない。交流人口は増えるが、定住人口は、ど

のくらい増えるのか、まだ分からない。

企業誘致

まちづく

り

学校施設

企業誘致

まちづく

り

旧学校地

３班 鶴城

会津学鳳高校跡地や旧陸上競技場跡地の利活用に

ついてはビジョンがないと思われる。今まで通り

のやり方では企業も来ないし、若者の定住も考え

にくい。

会津学鳳高校跡地は今後建物を解体した後は駐車

場にする予定であるが、時期については未定であ

る。ICTオフィスビルへの入居企業は増えてきてい

て、その企業に会津大学の卒業生が就職できるよ

うになっていくと徐々に若者の定住につながって

いくものと考えている。

企業誘致

まちづく

り

企業誘致

スマート

シティ

５班 北会津

スマートフォンやインターネットサービスが普及

してくると、庁舎に行かなくても手続きが済むよ

うになるので、庁舎に行かなくても手続きが済む

ようなサービスを早めに提供していただきたい。

支所機能も現状は少ないので、もっと充実してほ

しい。

ICT企業誘致で定住者がたくさん増えるのではない

かというが、ＩCＴ化が進めば進むほど在宅ワーク

ができるようになるということは海外にいても仕

事ができるということになるので、定住は加速し

ないと思う。

庁舎に行かなくてもできるサービスについては、

コンビニでさまざまな証明の取得や納付をするこ

とができる。支所機能の充実も進めている。

今回のＩＣＴビルをつくったのは、会津は災害が

非常に少なくて地盤も安定している立地条件を生

かし、東京にある本社機能を会津に移転するとい

うことが大きな目的である。
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

市民はICTオフィスビル（AiCT）に就職できるの

か。東京から孫を呼びたいが、会津若松のハロー

ワークには募集が出ていない。地元の人は入れな

いのか。

　企業はこれから入居するところもある。これか

らの企業の展開次第であるが、特殊、専門性の高

い仕事なので、求人は、会津大学に出していると

思う。河東工業団地、徳久工業団地や一ノ堰工業

団地の企業には入れると思う。

 ICTオフィスビル（AiCT）企業誘致の状況は、ど

こに建られて何社入るのか。中に入る人数は広報

議会５月号では420名となっているが、地元の市民

は就職できるのか。家賃はどうなっているのか。

　日本たばこ産業㈱跡地で、宮泉酒造の西向かい

にある。中に入る企業は規模によって、従業員が

250名以上入る予定の企業や、５名から10名の企業

もある。420名はまだ入っていないがいずれその人

数になると考える。地元からの就職はまだ確認で

きていない。家賃は坪数で決まる。

ICTオフィスビル（AiCT）には会津大学や会津工

業高校卒業の人達を採用するということだが、企

業と約束できているのか。

　地元からの採用をお願いしているが、企業と直

接契約しているわけではない。

ICTオフィスビル（AiCT）に入居する企業側とし

ては、日本全国からまたは、世界中から必要な優

秀な人材を採用したいと思っているだろう。地元

からの採用はないのではないか。

　そのような懸念はある。最初10年間の契約で企

業に入居をお願いする予定であったが、５年に

なった。今後は会津大学との連携により、会津大

学卒業者の採用など期待している。

２班 河東

広報議会５月号によると、ＩＣＴオフィス企業誘

致について、13社約420名の入居意向表明とある

が、地元の雇用はどのようになっているのか。割

合などについて教えてもらいたい。

もともと地元にあった３社30名程度がＩＣＴオ

フィスビルに入った。地元の新規雇用については

今のところ確認できていない。

雇用 雇用創出
４班 謹教

市内の高卒者が就職できる場の確保が必要であ

る。

ご意見を受け止める。

１班 東山

企業誘致

雇用

企業誘致

雇用
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小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

雇用

行政

社会福祉

雇用創出

人口問題

社会福祉

全般

２班 河東

これからは、人口減少対策が重要である。何か対

策や方向性はあるのか。

定住人口の増加が重要。そのために、若者が働け

る雇用の場の確保が重要である。また、子どもを

産み育てることができるよう、幼少期から小中高

が連携した切れ目のない子育て支援に取り組んで

行く。

４班 謹教

４月１日現在、市の人口は12万人を割った。人口

増加に向けての課題、問題をどのように考えてい

るのか。会津若松市の若者は、高校卒業後、就

職、進学で地元に残る人より出る人の方が多い。

若者の就職先の確保については、行政の政策判断

を誤らないように行い、若者の地元定着に向けて

取り組んでいただきたい。

市が取組を進めたICTオフィスビル整備の目的は、

新たな雇用の創出である。地元の若者、会津大学

生の受け皿としての新規採用、首都圏からの移転

者およびその家族が会津若松市で生活することで

定住人口を増やす取組である。企業との懇談会で

は、「家族で移住するためには、子どもの教育、

進学、文化、自然環境、医療機関などの課題、問

題を理解し整備する必要がある」との意見が寄せ

られていると聞いている。

５班 城西

人口増加の対策を取るべき。ICT関係ばかりではな

く、普通の人が働ける職場があれば良いのではな

いか。

ご意見として伺う。

地域経済

経済活性

化

３班 行仁

会津若松市の平均所得は、どうなっているのか。

収入（所得）を上げるべきである。上げないと、

外から集まってくることが少ない。

約1,700ある市町村のうち、平均所得は800番くら

いである。都市機能をいかに維持するか。かつて

は、市外から会津若松市に買い物に集まってきて

いたが、現在はわざわざ買い物に来なくなってし

まった。

雇用

行政

雇用創出

人口問題
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小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

地域経済

経済活性

化

４班 神指

現在の市工業団地の空き状況と今後の新工業団地

開発について伺いたい。市の人口増加に向けての

考えについてだが、高校卒業後県外に出ていく、

その一方で働き手不足になっている。市としてど

のように考えているのか。

現在、市の工業団地に空きはない。企業誘致に

は、新たな工業団地の開発が必要になる。今年の

２月議会では、「市工業振興計画をつくる方向

で、計画策定と同時に新工業団地を考えることに

なる」との答弁があった。市工業振興計画策定時

には、複数の新たな製造が可能となる企業を支え

る計画が出され、そこで、新工業団地の造成と雇

用確保と人口増加に向けての取組が行われること

となる。企業誘致に向けては、災害に強い会津若

松市を訴えていく方向性についての答弁もあっ

た。

地域経済

橋りょう

経済活性

化

橋りょう

整備

５班 城西

カイハツボードの跡地はどうなっているのか。

また、会津大橋と蟹川の間にできた橋はできてい

るのに通れない。どうなっているのか。なんて無

駄なことをしているのか。

カイハツボードの跡地は民間企業が所有してお

り、先日、計画の説明が地元で行われた。

橋の問題について、県は計画に基づいて事業を進

めているが、橋につながる道路について地権者の

同意を得られたところからつくりはじめ、現在は

神指地区側が未整備となっている。北会津の真宮

側の部分は完了しているため、今後は神指地区の

理解のもと工事が進められる。

産業振興
１班 東山

富士通の例がある。会社の都合によって撤退す

る。企業誘致も大事であるが、一番大事なのは地

場産業ではないか。もっと力を入れるべきではな

いか。

　ご意見として伺う。

道の駅
４班 神指

国道118号のバイパスが開通した。市では、道の駅

の整備計画はないのか。神指地区には絶好の場所

がある。会津33観音と神指城跡の付近である。道

の駅を利用した神指地区の賑わいをつくる必要が

ある。

国の補助を受け道の駅を設置するときの条件とし

て、隣接する道の駅から半径５ｋｍ以上の制限が

あることから、神指地区に道の駅を設置すること

は困難であるが、そのような要望があったことを

報告させていただく。

地域経済
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小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

農業

人・農地

プラン

２班 河東

農村地域で住宅を建てる場合、規制があるため農

業をしていない人は家を建てられない。このまま

行くと、地区や集落が消滅の危機にある。法律の

改正も含めて、国県に訴えてもらいたい。

ご要望として伺う。

農業

まちづく

り

土地利用

移住

３班

町北

高野

農地付き住宅を望み、昨年移住してきた。農地付

き空家への移住促進に力を入れている喜多方市

は、農地取得基準面積を緩和しているようだが、

会津若松市はそれがないため、営農計画などの書

類提出で苦労した。移住を促進するのであれば魅

力がないとと思うが、農地の取得基準面積を緩和

すれば移住が進むのではないか。

農業への参入を促進するため、法律により緩和が

進んでいる。市の取組については、確認させてい

ただく。（事後処理報告書Ｐ99）
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

河川 河川管理
５班 城西

城西町会館の脇に清水が流れているが、用水路

（旧古川）の下流にゴミがたまってしまう。道路

維持課に川の土砂上げ、草刈りをお願いしてい

る。これまで嘆願書も出してきたが、議会からも

働きかけをお願いしたい。

地区で困っているので受け止めてほしい。

現地調査し、後日報告する。（事後処理報告書Ｐ

104）

橋りょう

橋りょう

整備

４班 神指

阿賀川新橋梁が完成しようとしている。その取り

付け道路建設が止まっている。高瀬地区が反対し

ていることで、道路建設が進展していないことに

対する議会の考えは。

この事業に対する議会としての見解についてだ

が、市議会としては答えることができないと考え

る。その理由は、事業主体が県の事業であり、市

はその支援をしている。また、市議会は、市の事

業に対し議会と執行機関の質疑を通し意見を整理

することができるが、この事案についてはできな

いことから、答えることを控えさせていただく。

橋りょう

地域経済

橋りょう

整備

経済活性

化

５班 城西

カイハツボードの跡地はどうなっているのか。

また、会津大橋と蟹川の間にできた橋はできてい

るのに通れない。どうなっているのか。なんて無

駄なことをしているのか。

カイハツボードの跡地は民間企業が所有してお

り、先日、計画の説明が地元で行われた。

橋の問題について、県は計画に基づいて事業を進

めているが、橋につながる道路について地権者の

同意を得られたところからつくりはじめ、現在は

神指地区側が未整備となっている。北会津の真宮

側の部分は完了しているため、今後は神指地区の

理解のもと工事が進められる。

水道 給水停止
５班 日新

政策討論会第４分科会の水道事業について伺

う。水道料金の未納者は、どの程度なのか。

　給水停止された方は、どうなるのか。

　平成29年の実績でいえば、検針をしてから、未

納督促状は年に２万件発送しており、停水予告通

知書が年9,000件、停水執行票が年4,700件、そし

て給水停止に至った件数は437件である。

　検針から停水が実施されるまでは約４カ月間あ

り、その間に納入などの相談に応じており、事前

の連絡が一切ない場合などに給水停止している。
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

水道 民間委託
５班 日新

市の水道事業は、将来的に民間に委託されるの

か。

　現在も、浄水場の運転業務や水道料金徴収など

の一部業務について民間に委託している。現時点

で全面委託する計画はない。

会津若松駅前広場はどのようになるのか。ま

た、以前駅前で事故があったが、それはどこで起

きたのか。

　駅前広場はワシントンホテル方向から踏み切り

までの道路と駅に入る道路を、ロータリーにする

計画である。

　今年２月、駅前バス停でバスから降りた市外の

女性が、市内周遊バスにひかれるという死亡事故

が発生した。原因は、バス停がフラットになって

いるためといわれている。

　駅前の地下通路を利用する人は少ないと思う。 　ご意見として伺う。

３班 行仁

会津若松駅前整備の考え方について、「現時点で

は事業費が算出できないことから、財政状況を踏

まえたまちづくりの判断は困難な状況です。」と

広報議会に記載されている。やらないのではな

く、やるべきではないか。

コンサルタント料が5,700万円かかり、高すぎる。

現在図面を作成してもらっているが、今のところ

簡単ではない。予算の使い方も難しい。

駅前の地権者は、市、東日本旅客鉄道㈱、日本貨

物鉄道㈱となっており、日本貨物鉄道㈱の跡に複

合ビル建設の考えもある。

東山

会津若松

駅前

まちづく

り

会津若松

駅周辺管

理

駅前整備

１班

34



○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【⑤ 
⑤ ⑤ 
⑤ 建設都市計画

建設都市計画建設都市計画
建設都市計画に

にに
に関
関関
関すること
することすること
すること】

】】
】

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

城北

会津若松駅の再整備について、以前、市の担当者

から駅前広場のロータリー化について説明を受け

たことがある。会津若松駅の再整備は、どのよう

な内容で進められるのか。

２月定例会で建設部の予算に会津若松駅前都市基

盤整備事業費57,075,000円が計上された。駅前の

道路について基本的に調査を行うもので、飯盛山

から駅前までと上荒久田からきて会津若松駅近く

の踏切改良工事が終了し信号機が設置され、大町

通りの改修工事が進められ一方通行になった。交

通量が増え会津若松駅周辺の道路接続をより良い

ものにするために調査を依頼するものである。調

査結果を受けて、東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄

道㈱、会津乗合自動車㈱、会津若松市が協議をす

ることになった。また、この事業については、総

務委員会でまちの拠点について協議説明がされて

きた。平成28年度には、駅前広場についての調査

が委託されさまざまなパターンについて報告を受

けてきたところである。

神指

まちの拠点整備について伺いたい。会津若松駅前

の基盤整備の見通しについて説明していただきた

い。

２月定例会で建設部の予算に会津若松駅前都市基

盤整備事業費57,075,000円が計上された。駅前の

道路について基本的に調査を行うもので、飯盛山

から駅前までと上荒久田からきて会津若松駅近く

の踏切改良工事、そして大町通りの整備に係る道

路の接続をどのようにしていくのか調査を依頼す

るものである。調査結果を受けて、東日本旅客鉄

道㈱、日本貨物鉄道㈱、会津乗合自動車㈱、会津

若松市が協議をする前提としての予算となる。ま

た、この事業については、総務委員会でまちの拠

点について協議説明がされてきた。平成28年度に

は、駅前広場についての調査が委託されさまざま

なパターンについて報告を受けてきたところであ

る。

会津若松

駅前

まちづく

り

会津若松

駅周辺管

理

駅前整備

４班
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市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

会津若松駅前整備の内容について、説明をして

いただきたい。

ＪＲ会津若松駅の踏切から大町通りや飯盛山方

面に抜ける市道幹Ⅰ－６号線は直線でなく、踏切

近くの信号待ちの車などの渋滞が発生し危険な箇

所である。また高速バス乗り場が駅から離れてい

るなど、市の玄関口としてふさわしくない状況に

あるため、市、東日本旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道

㈱などと協力し合いながら駅前の整備を進めるも

のである。

今後、バスロータリーの設置、交番や公園の移

転などにより市道整備が想定されるが、具体的内

容はこれからになる。

会津若松駅前は、見栄えも良くない。観光都市

に見合う駅前整備が必要である。早く青写真を作

成してほしい。例えば駅舎を鶴ケ城の形にするな

ど、印象深いものにしてはどうか。

　今年度の予算措置は、調査等の委託に要する経

費であるが、東日本旅客鉄道㈱や日本貨物鉄道㈱

の事業者の意向もあることから、相互に協議し、

計画をつくりながら、進めていくことになる。

 この駅前整備については、市民アンケートを実施

しており、本市の顔となる駅前となるよう要望が

寄せられている。安全性に配慮しつつ、市民の声

に寄り添った整備内容となるよう、建設委員会に

おいても取り組んでいく。

駅前は、ごちゃごちゃしている。観光都市にふ

さわしくない。一刻も早く進めてほしい。

　会津若松駅前は、市以外に、東日本旅客鉄道

㈱、日本貨物鉄道㈱の土地もあるため、官民共同

で取り組まなくてはいけないため、相互に協議し

ながら進めていくことになる。

側溝

側溝蓋が

け

５班 日新

以前に、末廣酒造の通り（市道若３－306）の水

路の一部を改修していただいたが、その水路の一

部に未だ蓋がかかっておらず、以前に高校生が自

転車で落ちてしまった。たいへん危険であるた

め、対応できないか。

　市に確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ105）

会津若松

駅前

まちづく

り

会津若松

駅周辺管

理

駅前整備

５班 日新
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

１班 大戸

小塩地区の道路（市道幹Ⅱ－16）に、路肩が崩落

しているところがあり、ガードレールの根元部分

が浮いて危険である。道路パトロールの方も見て

いるはずだが、どうなっているのか。

【別の参加者から】

道路維持課に対応を頼んでいる所である。担当者

の名前も分かっている。

現状がどのようになっているか確認し報告しま

す。（事後処理報告書Ｐ106）

湊町にある吉ケ平ダムから原地区の市道につい

て、防災面でも活用するので整備の要望を出して

いるが実施されていない。

以前も出された要望なので確認する。（事後処理

報告書Ｐ107）

市道幹Ⅰ－24号線（湊町）または代替道路の道路

建設についての陳情が昨年12月定例会で採択され

たが、道路が通れば田代、高坂の救済につながる

ので、今後整備方針を進めていただきたい。

平成31年度（令和元年度）は予算化されていない

が、陳情が採択された経過もあるので、今後議会

としても注視していく。

河東

会津若松市と喜多方市を比べると、道路整備の進

捗に大きな差があると考える。喜多方では進んで

いるが、河東地区で道路工事をしているところは

まず見ない。ぜひ、きれいな道を整備してもらい

たい。

市全体の道路整備の状況についてのご意見として

伺う。

５班 日新

竹田総合病院から三角屋食堂まで（市道幹Ｉ－

11）の道路整備について伺う。北会津方面からの

通勤などで道路は混雑しているが、道路を整備し

ているのは、市か、県か。山鹿クリニックから西

にあるマンションまでの辺りの整備は、いつまで

かかるのか。

　三角屋から西側が県であり、竹田総合病院から

三角屋までは市の事業である。市の事業は、令和

２年９月までに終了する予定である。

道路 道路整備

２班

湊

37



○　市政全般（テーマ以外）について 【
【【
【⑤ 
⑤ ⑤ 
⑤ 建設都市計画
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

道路整備
５班 城西

竹田総合病院から三角屋まで（市道幹Ｉ－11）の

道路整備はどうなっているのか。

竹田総合病院から三角屋まで（市道幹Ⅰ－11）は

市の事業で工事を進めている。その先（西側）に

ついては県の事業となっている。

道路整備

(大町)

４班 城北

大町通りから野口英世青春通り、道路路面とポー

ルの色が同化している。改善できないか。

大町通りから野口英世青春通り、道路路面とポー

ルの色の同化については統一的なデザインの関係

もあり現在の仕様になっていることをご理解くだ

さい。

国県道の

整備

１班 大戸

会津縦貫南道路の見通しについても、早急に地元

に対して説明を行ってほしい。

県に事業であるが、ご意見として伺う。

道路管理
３班

町北

高野

前回も申し上げたが、道路センターラインや横断

報道などの白線が市内全般的に消えており、危険

なので早急に対応して欲しい。

道路維持課に伝え、報告します。（事後処理報告

書Ｐ107）

漆沢にある市道は優先順位が低くて舗装されてい

ない。道路の先に防火水槽が設置されていること

を考えると、優先度を上げて取り組んでもらいた

い。その後自前で舗装をすると言えば、市も支援

するという所まで来たことを報告する。

今後の進展に期待し、ご意見として伺う。

冬場の除雪による道路の傷みが激しい。春先に仮

補修をしていくが、またすぐにだめになる。路面

の全面張替はどういう条件が揃うとお願いできる

のか。

シーズン後に道路安全パトロールを行い、危険箇

所の確認をしながら補修・修繕を行っている。補

修方法は簡易的な穴埋めが主であり、恒久的には

オーバーレイ舗装を施している。

都市計画 開発規制
５班 城西

カイハツボードの跡地は民間企業の土地ではある

が、市からこのような物をつくってほしいと要望

はできないのか。

都市計画で用途が決まっている。

道路

道路舗装
２班 河東
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

開発規制
５班 城西

カイハツボード跡地は工業地域となっており、用

途変更の申請をしても市が応じない。市民の声を

反映し、議会も動くべきではないか。

議会としては、カイハツボード跡地についての議

案はあがらないので判断ができない。

都市計画
３班

町北

高野

アピオ東側に物流ネットワーク構想があったが頓

挫したこともあり、市を信用できない。開発の見

通しはあるのか。基盤整備との兼ね合いがありど

うしたらよいのか悩んでいる。

確かに、アピオ周辺は物流ネットワークシティ構

想モデル地区として新しいまちづくりを進めてき

たが、シティの部分ができ上がっていない。今後

の見通しについては確認させていただく。（事後

処理報告書Ｐ108）

農村地帯の子どもが減少している。その要因とし

て、若者が親と同居しなくなっている。後継者が

他の地区で借家を借りて生活することで神指小学

校の児童数が減ってきている。地域の中に新たな

住宅を自由に求めることができる環境が整えば地

区に帰ってきて住むようになる。

都市計画の問題、市街化調整区域の問題を整理し

次に向けた政策をつくる必要がある。権現堰の開

発は休止しその後解散となった。一つの事例とし

て、城前住宅の現状は高齢者が住む団地ですが、

今整備をして若者が住めるようになる計画になっ

てきている。

神指地区は道路、橋の整備ができてきた。子育て

のためには、地区の中に住む場所、若者が働く場

所が必要となる。神指地区の将来を見据えた方向

性を考える時期ではないか。市街化調整区域を外

してほしい。

貴重な意見として受け止める。

都市計画

環境

花と緑

美化

３班 鶴城

本市は城下町であるのに、風情が感じられない。

観光客がまた来たいと思えるような綺麗なまちの

イメージをつくるべきであり、そのためには花を

たくさん植えるなどの美化に努めるべき。「いに

しえ街道」や「極上の会津」などという考えもあ

るようだが、名前だけである。高齢者も増えたの

で、子どもだけではなく幅広い年代が住みやすい

まちづくりをしてほしい。

50ｍ～100ｍに１基のベンチがあれば高齢者でも歩

きやすいまちになるということを聞いたことがあ

る。花と緑の課や市民憲章推進委員会などでも花

を植えたりしてまちの美化には努めている。議会

としても先進地調査などを行って、綺麗なまちづ

くりを目指していきたい。

都市計画

都市計画

まちづく

り

市街化調

整区域

まちづく

り

４班 神指
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

学校教育

環境

教育方法

ごみ

５班 城西

一般質問のゴミ問題について回答が実態と違う。

「ゴミ出しについて町内会等から個々の事情を勘

案してほしいといった要望もあるため、個別相談

に応じながら柔軟な対応を心がけます」とある

が、個別相談には応じていない。

第４中学校の落ち葉掃除は町内会で行っている。

震災後、子どもたちに草むしりなどさせないよう

になったが、草むしりや落ち葉掃除を子どもたち

にさせてはどうか。

ご意見として伺う。

学校運営

コミュニ

ティス

クール

１班 東山

広報議会を読むことを毎回楽しみにしている。

一般質問でコミュニティスクールについて記載が

あるが、どのような効果があるのか。

　学校が地域と共にあることが重要であり、その

制度としては、地域の方々も学校運営に関わるこ

とで、地域で学校を見守っていくことである。

１班 門田

小・中学校に設置予定のエアコンに暖房機能は

ついているのか。

　学校ごとに既存の暖房能力が異なることから、

基本的には費用対効果の観点からエアコンでの暖

房としていくこととなっているが、既存の暖房機

器と併用する学校もあると聞いている。

５班 城西

小・中学校のエアコン設置について、ランニング

コストはどのように考えているのか。財源は。

後日確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ109）

統廃合
４班 神指

神指小学校と永和小学校の統合について住民の間

で話が聞かれるが、統合に向けて進んでいるか。

現時点で、教育委員会は、神指小学校と永和小学

校の統合を考えていない。議会に対して統合につ

いての報告もない。

学校施設

まちづく

り

旧学校跡

地

小学校跡

地

２班 河東

廃校になった八田野小学校は現在使われていない

が、その後の予定はどうなっているのか。雪によ

る倒木や、校庭の雑草の繁茂など維持管理も含め

て対応してもらいたい。

耐震化の問題もあり現在は使っていない。現在の

管理は教育委員会なので、いただいた意見は教育

委員会へ申し伝える。

学校施設

環境整備
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項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

学校施設

まちづく

り

旧学校跡

地

小学校跡

地

２班 河東

河東第三小学校も廃校である。大熊町の避難者が

来ていたがいなくなった後の利活用について、早

く計画を立ててもらいたい。

ご意見として伺う。

学校施設

企業誘致

まちづく

り

旧学校跡

地

企業誘致

まちづく

り

３班 鶴城

会津学鳳高校跡地や旧陸上競技場跡地の利活用に

ついてはビジョンがないと思われる。今まで通り

のやり方では企業も来ないし、若者の定住も考え

にくい。

会津学鳳高校跡地は今後建物を解体した後は駐車

場にする予定であるが、時期については未定であ

る。ICTオフィスビルへの入居企業は増えてきてい

て、その企業に会津大学の卒業生が就職できるよ

うになっていくと徐々に若者の定住につながって

いくものと考えている。

文化財整

備

維持管理
２班 湊

市から委託されて赤井谷地沼野植物群落のパト

ロールを実施している。近年、特定外来生物に指

定されている植物であるオオハンゴンソウが非常

に増えており、パトロールによる駆除だけでは手

に負えない状況にある。市でも何とかしてもらい

たい。

会津植物研究会からも、要望も含めて提言をした

いと伺っている。なお現状について担当課に確認

し、報告する。（事後処理報告書Ｐ110）

41



２２２２．．．．地区別地区別地区別地区別テーマでのテーマでのテーマでのテーマでの意見交換意見交換意見交換意見交換についてについてについてについて

42



第22回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

大戸
光回線の敷設と鳥獣被
害(イノシシ)対策

○テーマ設定の理由、背景
　これまでも地域からの要望があった光回線について設定した。また、大戸地区でもイノ
シシ被害が拡大していることから、全市的に解決の道筋を探るため設定した。

○主な地域課題
①長年の地域からの要望だった、インターネットに接続するための光回線の敷設に対し
て、一定の道筋が見え、今後のロードマップを示すことができたが、まだ確定していない
部分もある。今後市から詳細な説明が必要である。
②鳥獣被害については、罠の設置による駆除では個体数の増加に追い付かないことが
予想され、今後は積極的に駆除をしていくことにシフトしていかねばならないという意見が
多かった。

Ｐ49

門田 地域と学校のつながり

○テーマ設定の理由、背景
　門田地域は小学校３校（選択区域を含めると５校）、中学校１校（選択区域を含めると３
校）となる地域であることから、地域活動や住民同士の交流を活性化するにあたり、学区
が障壁となっている現状がある。このことから、それぞれの学校・保護者・地域住民のさら
なるコミュニケーションの向上により、さまざまな地域課題解決の糸口とすることを目的と
し、テーマ設定を行った。

○主な地域課題
　急速な都市化と人口増加が進む地域として、これまで門田地区において行っている住
民福祉向上を目的とした地域活動を、継続・向上するために、希薄となりつつある「住民
同士のつながり」「世代を超えたつながり」などの強化のため、新たな糸口を模索してい
る。

Ｐ53

１班

43



第22回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

１班 東山
地区コミュニティの活性
化～福祉・防災・除排
雪等～

○テーマ設定の理由、背景
　東山地区は、東公民館を中心に活発な活動をしているが、東山地区の抱えている問題
を解決するための方策を、各種団体のさまざまな角度から伺うため設定した。

○主な地域課題
　慶山自主防災会の活動を通して地区住民の安全安心に対する意識は高い。一方、市
に対してハザードマップ上の避難場所の問題、災害時の避難場所、避難先など想定外を
想定した民間との協力などの意見が多かった。防災、福祉は次回以降もテーマにしてさら
なる意見交換があってもよい。

Ｐ56

湊 農業と観光の振興

○テーマ設定の理由、背景
　農業と猪苗代湖や磐梯山、背あぶり山など自然を生かした観光の２つが大きな産業と
なっている。

○主な地域課題
　地域の産業をいかに活性化し、地域の活性化につなげていくかが課題となっている。

Ｐ60

一箕 少子高齢化対策

○テーマ設定の理由、背景
　少子高齢化の問題はどの地域でも発生している問題であり、今後も取り組まなければな
らない課題であるため取り上げた。

○主な地域課題
　子どもの数には地域の特性があり、一箕小学校や一箕中学校では増える傾向があり、
松長小学校では減少する傾向となっている。

Ｐ62

２班
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第22回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

２班 河東
地域とともにある学校づ
くり～コミュニティスクー
ル～

○テーマ設定の理由、背景
　今後、少子高齢化が進行する中で、地域と学校がどのように連携して支援していくこと
ができるのか。

○主な地域課題
　河東学園小学校・中学校が完成し、今後の小中連携による学校のあり方について、学
校を中心としたまちづくりに地区や地域のさまざまな団体に何ができるのか検討していか
なければならない。

Ｐ64

行仁 除排雪のあり方

○テーマ設定の理由、背景
　今回も前回と同様に、除排雪のあり方という事でテーマ設定した。特に、排雪のあり方が
大事であると思う。

○主な地域課題
①排雪が大事である。流雪溝の有効活用について検討してほしい。
②同じ町内会において、除雪業者４社で実施している。協議して連携してほしい。
③除雪費のストックについての確認。
④除雪方法のあり方、巡回車のあり方。
⑤小学校付近の歩道除雪の優先。
⑥除雪業者との協議のあり方、除雪マニュアルの検証。
　地区のさまざまな課題について意見をいただいた。現況を確認し状況を共有した上で、
問題の早期解決の方向を探りたい。

Ｐ65

鶴城
県立病院跡地の利活用
と除排雪

○テーマ設定の理由、背景
　鶴城地区において県立病院跡地の利活用は最大の関心事であることから、前回に引き
続いての設定となった。除排雪についても、長年の地区の要望に対して未解決の事案が
あるため、再度のテーマ設定となった。

○主な地域課題
　県立病院跡地の利活用方法によって、地元商店街の活性化に結びつく可能性が左右
されてしまう。
　袋小路の私道の除排雪について長年要望しているが、そこまでの対応はできないとの
回答を当局から受けている。

Ｐ67

３班
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第22回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

３班 町北・高野
少子高齢化対策と地域
づくり

○テーマ設定の理由、背景
　町北・高野地区は、市街化調整区域となっているため、宅地化が見込めず、高齢化と少
子化が進むばかりである。この地区が持続可能となるにはどうしたらよいのかを引続き考
えていくために設定された。

○主な地域課題
　「市街化調整区域のため住宅が建てられない。」「このままでは地域の人口は減少の一
途をたどる。」「子どもが少なく学校の統合が進むのではないかとの危機感。」等の意見が
出された。市として均衡あるまちづくりの見直しが求められているのではないか。

Ｐ69

謹教
謹教地区における子育
て支援

○テーマ設定の理由、背景
　未来を担う若者や子どもたちへの支援について当事者や経験者、地域の方々の声を聴
き政策に反映させたい。

○主な地域課題
　町内会長の任務がハードになってきている。多くの町内会長からの声として後継者がい
ないと出されており、町内の後継者をどのようにつくるのかという問題がある。また、謹教地
区では、地区社会福祉協議会をどのようにつくるのか協議されているところであり、町内会
の役員の仕事が増える中でさらに地区社会福祉協議会を立ち上げ運営できるのか。ま
た、謹教小学校のコミュニティスクールについても地区に相談が来ている。町内会会長、
地域全体の運営と役員それぞれの任務について、整理していくことが課題である。

Ｐ70

城北
城北地区における子育
て支援

○テーマ設定の理由、背景
　未来を担う若者や子どもたちへの支援について当事者や経験者、地域の方々の声を聴
き政策に反映させたい。

○主な地域課題
　町内の人口減少と、子どもの数が減少していることで町内会の運営、子ども会組織、加
入者に関する問題が出てきている。そうした課題、問題解決に向け、各町内会が改善策
を検討し実施してきている。

Ｐ77

４班
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第22回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

４班 神指
神指地区における子育
て支援

○テーマ設定の理由、背景
　未来を担う若者や子どもたちへの支援について当事者や経験者、地域の方々の声を聴
き政策に反映させたい。

○主な地域課題
　将来のビジョンもなくまちづくりができるのか。まちづくりについて考えることが重要。その
中で少子高齢化、小・中学校の児童・生徒についても考えなければならないとの指摘が
あった。

Ｐ80

５班 日新 まちの拠点づくりと防災

○テーマ設定の理由、背景
　日新地区の本町（融通寺町）安心・安全まちづくり協議会が、自主防災組織として結成
されたことを契機として、地区での自主防災組織の重要性に関して意見交換を行うため、
このテーマを設定した。

○主な地域課題
　自主防災組織に関しては、その重要性を認識しつつも、組織結成に至るまでの準備
や、住民にとっての身近な避難場所・避難所に不安を感じている。市による出前講座や、
既設組織の状況などを丁寧に説明していく必要があると考える。また、各地区の見守り隊
の活動は活発であるが、担い手の高齢化のため、その後継者不足が課題である。
　日新地区においては、防犯に関しては、防犯カメラの効果を高く評価しており、防犯カメ
ラの設置について要望を受けた。

Ｐ83
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第22回市民との意見交換会　　地区別テーマでの意見交換における総括

班 地区 テーマ 内容 ﾍﾟｰｼﾞ

城西 顔が見える地域づくり

○テーマ設定の理由、背景
　地域の高齢化が進み、高齢者のみの世帯、また一人暮らしの高齢者も増え、中には外
出の機会が減り、隣近所であっても会う機会が少なくなっている方もいる。そのような現状
から、外出の機会や、隣近所との交流がしやすくなる環境をつくっていく必要があるので
はないかと考え、顔の見える地域づくりをどのように行なっていくのかというテーマ設定と
なった。

○主な地域課題
　各地域の独自の取組が報告され、活発な意見交換となった。
　 コキアの栽培を通して交流を深め、将来は地域の道路沿いにコキアを並べ多くの人が
見に来てくれるような地域にしたいといった取組、また、総会の後にお茶会の時間を設け
たところ、親睦が深まったとの報告、さらに、古い町内会館の改装を行い多くの方が集まり
やすい場所とする計画など、具体的な事例は、地域をどのようにして良くしていこうか悩ん
でいる地区にとって、今後の地域づくりのヒントになったのではないかと思う。

Ｐ85

北会津 北会津における防災

○テーマ設定の理由、背景
　８月25日、北会津地区で会津若松防災訓練が行われる予定となってる。また、北会津は
阿賀川と宮川があり水害に対する不安があることから、この機会に防災について考えてい
きたいためテーマを設定した。
　
○主な地域課題
　自主防災組織に関しては、その重要性を認識しつつも、どこまでを地域で行い市はどの
ようなことをするのか疑問だという意見や、避難所までの移動や、夜間でも避難所が十分
機能するのか等、不安を感じる意見があった、市による出前講座を行うなど丁寧に説明
し、意見交換をしていく必要があると考える。また、地域ごとに想定される災害状況は変わ
るため、集落ごとの防災を検討していく必要があると感じた。

Ｐ88

５班

48



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 光回線の敷設と鳥獣被害(イノシシ)対策について

国の進める５Ｇの通信事業の施策の根幹となるべく、光回線の整備

において、離島等への光回線の敷設の際の補助の見直しが行われる

ことになった。本市においても大戸地区や湊地区なども該当し、整

備が進むことになる見込みなのでその点を踏まえてご意見を伺いた

い。

現在関西ブロードバンドと契約してADSLを使用しているが、他の会

社が契約を取った場合は、このサービスは終了してしまうのか。

既存のサービスがすぐに終了してしまうとは聞いてはいない。しか

し光回線に優位性があることから、積極的にADSLを選択するという

ことは少ないのではないかと思う。

関西ブロードバンドからは、現在の契約者を優先して工事すると聞

いている。

今回は光回線が入るという話でいいのか。このままで光回線がない

なら人の住むとこではない。話だけ盛り上がりダメになるのは避け

たい。

現在プロポーザルの公募が始まり、どこの業者がやるかを決めてい

る所である。今月にはそれが決まる。しっかりやるように議会とし

て見守っていきたい。

現在テレビの共同アンテナを建てて受信している。この回線は光回

線のはずである。そうなれば二重に各家庭に引くことになり無駄に

なるのではないか。

もしそうであるならば、利用する方法を考えていくべきである。な

お、調査し事後報告する。（事後処理報告書Ｐ111）

電気柵の購入補助の資料をお見せしながらモデル地区の取り組みに

ついて説明する。

今回は電気柵のみでくくり罠については補助はないのか。市でくく

り罠の貸し出しはあるが、期限等がある。

設置についてはむやみにできないようにする必要がある。

昨年の熊とイノシシの捕獲頭数は何頭か。また、捕獲した場合の報

奨金はいくらか。処分についても聞きたい。

今すぐに数字が出せないが、市には資料がある。イノシシの捕獲に

対しては県から13,000円、市から7,000円で合計20,000円となる。

①　大戸地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 光回線の敷設と鳥獣被害(イノシシ)対策について

①　大戸地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

また誰でも捕獲していいわけではない。免許がないとダメで、免許

がない場合は、捕獲しても市から補助が出ない。

農林課と連携してくくり罠をかけたが、その時はかからなかった。

イノシシの捕獲のつもりで熊がかかったりもする。熊は逃がさない

といけない。そのうち繁殖してしまう。なんとか食い止める方法を

考えねばならない。

先ほどの熊の捕獲頭数だが、市に報告があった分では熊が16頭、イ

ノシシが15頭となっている。届け出がないものもあるかもしれな

い。

畑や農作物の被害に対してしか罠の設置ができない。土手を崩され

たとかでは設置できないと言う点が問題である。もう何百頭もいる

と思う。

どのように捕獲していくかが問題であり、捕獲できる人の育成が大

事である。

捕獲の免許があっても、市の許可がないといけない。 市民の生活のすぐそばにまで危険があるのか。それならば早急に対

応を講じなければならない。

どうせ熊などにやられるからと、耕作を放棄した高齢者もいる。電

気柵を設置しても下草刈りなどの管理ができないため、野菜などは

買った方がいいという考えを持ってる人もいる。

捕獲隊も電気柵もくくり罠も設置して、三重の取組をスピード感を

もってやるしかない。水路も土手も壊されている。補修にばかり労

力がかかっている。

何年も前から県からの鳥獣被害調査が来ている。それはどのように

生かされているのか。

県と市の連携は行われていると思う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 光回線の敷設と鳥獣被害(イノシシ)対策について

①　大戸地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

電気柵のモデル地区の条件はどのようなものがあるか。また環境診

断とはどのようなものか。

配布した資料に書いてあるが、条件として緩衝帯の設置などいくつ

かある。地域は広く、一度に２ｋｍしかできないことから、複数年

の計画をもって行っている。

環境診断については、地域で時間を設定してもらえれば、農林課と

事業に参加したNPOで詳しく説明に行くことになる。農林課に赤井

地区でのデータがあるので見てほしい。

イノシシのエサに入れる避妊薬のような物はないのか。 研究はされているとは思うが、後日調査し報告する。（事後処理報

告書Ｐ112）

個体数を減らす取組について、専門家の話を聞いたが、まったく役

に立たなかった。全国では何十匹も捕獲する人がいる。やはり予算

を確保していかないと今に街中にも出没することになる。いま檻で

は小さかったりして捕獲できない。九州などではジビエ（野生鳥獣

の食肉を意味する言葉）などの話もある。

さらに捕獲後の埋め方や、焼却の方法についても直していかないと

困ってしまう。冬に穴を掘るのはこの地方では大変である。捕獲免

許の申請も面倒なので複数等を捕獲しても届け出ない人もいる。

県は食用は放射線量が高いとのことでだめだと言うが、ここより高

いところなどで食べているのではないか。

狩猟による野生鳥獣の肉を食用することについての心配事だと思わ

れるが、県内では食用が禁止されている。

光回線の話だが、高齢化が進むこの地域で、簡単な操作のタブレッ

トを開発してもらい、各世帯に配布すべきである。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 光回線の敷設と鳥獣被害(イノシシ)対策について

①　大戸地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

私道の脇にごみの不法投棄があった。市に撤去の補助金がないのは

確認したが、だからと言って土地の持ち主が撤去費用を負担しなけ

ればならないのは納得できない。現在もある。

まず市の窓口に相談してください。

洗濯機の不法投棄もあった。県に連絡したところ持って行ったこと

もある。

原則はその通りになっているが、まずは相談してください。場合に

よっては解決法が見つかるかもしれない。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域と学校のつながりについて

　当地区には小学校だけで３校もある範囲の広い地域である。地域
の子育てを基点とした世代間交流などにより、人的交流を活性化
し、地域課題解決の方向性を見出したい。学校側が地域にお願いし
たいことや、地域が学校に協力できるけどやり方が分からないな
ど、それぞれのご意見を伺いたい。

平成７年当時の門田地区はこれほど発展しておらず、私は20数年
ぶりに若松の学校に戻ってきたが、子どもたちの交通事故が一番心
配である。地域のボランティアに児童の見守りをしていただいてい
るが、児童も先生方も誰なのか案外知らないことから、全校集会の
時にボランティアの方々を紹介させていただいた。
学校と地域・保護者が一体とならないと、今の子どもたちはなかな
か育っていかないと思う。不審者対策についても、地域の目が非常
に大切で、地域としていろいろな取組を拡大してもらい、学校も敷
居が高くならないように地域とのつながりを大切にしていきたい。

　ご意見として伺う。

震災の年に、自宅が大変な状況にもかかわらず、学校を心配して
くれたことが嬉しかった。地区には安全サポーターが児童を見守っ
てくれており、児童たちもあいさつをしているが、他の住民の方々
にはあいさつをしていないようである。やっぱり、日々つながって
いるということが大切であり、一朝一夕にできるものではなく、長
い時間をかけて築き上げられるものではないか。あいさつができる
人材、将来の社会人を育てるというのは非常に大切である。

　ご意見として伺う。

児童は、ＳＮＳ・スマホでゲームをいくらでもやる。しかし、そ
れ以外の楽しみを頭の柔らかい時期に体験してほしい。そういう意
味で、地区でいろいろな体験教室を実施していただいているのはあ
りがたい。児童が公園で遊べばうるさいと注意され外で遊べない。
地域から解決に向けた糸口など聞かせていただきたい。

　ご意見として伺う。

②　門田地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域と学校のつながりについて

②　門田地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

若松５中の学生が地域活動に参加できることはありがたい。子ど
もたちが地域を意識することは非常に大切であり、地域に子どもた
ちが関わっていることが大切である。子どもの育つ家庭環境はいろ
いろ異なっており、世代間交流の機会がもっと増えれば、保護者も
地域活動に参加することにより意識も変わっていき、地域全体の視
点に立った学校への意見申出など、地域全体が良くなっていくので
はないか。

　ご意見として伺う。

地域と学校の関係を振り返ってみると「見てみないふりをする」
ということがあった。子どもたちが公園などで悪いことをすれば、
学校や保護者へ連絡するなど、見守りなどのつながりがやっぱり必
要である。

　ご意見として伺う。

学校側と初めてこのような話し合いの場をもらった。町内で子供
たちのために何をやっていいのかわからないのが現状である。学校
と話をする機会がなかなかない。つながりができる場所・場面を
作っていかなければならない。

　ご意見として伺う。

２月に門田小学校で「租税教室」に取り組んだ。学校の授業では
難しいであろうから、学校のニーズに応えながらシニア世代の協力
などが可能な実例となった。
地域の連携を図って子どもたちと一緒に地域活性化を図っていきた
い。

　いずれの意見も地域と学校のつながりを考える上で貴重な意見で
ある。今後もさらなる高齢化社会を迎えるに当たり、住民自治の活
性化によって安全・安心な地域社会をつくるため、学校も交えた地
域活動の活性化を皆さんと共に考えていく。

小・中学校トイレの洋式化など進んできてありがたい。一方、さ
まざまな支援を要する子どもたちが増えてきていることから、支援
員などの人的配置をさらに進めてほしい。

（議会報告の質疑の中で情報提供済）

各種団体の構成員も高齢化していることから、ボランティアの人
材バンクを作るなど、今後の人材確保対策を講じなければならない
のではないか。

　ご意見として伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域と学校のつながりについて

②　門田地区（１班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

小金井小学校は平成15年にできたが、当時の６年生の多くが城西
地区から通学していた。卒業後はその生徒の大部分が若松４中へ入
学した。
現在の小金井地区の住所は、日吉町や門田町大字日吉などとなって
いることから、門田地区だか城西地区だか分かりにくい。

　市自治基本条例に関係するが、地域の定義について議会・市当局
共に検討しているところであり、議会としては住民意見の十分な反
映を求めている。

門田地区敬老会が門田小学校で開催されているが、小金井小学校
で実施してもらえないか。

　公民館、区長会等で検討する内容になると思う。

小金井小学校から東側に向かう道路（市道門３－93）の拡幅が進
まない。10数年前からの課題で、通学路として冬場などは特に危険
な状態になる。

　これまでの経過など確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ113）

会津総合運動公園わんぱく広場北東側と市道（市道門３－329）
の間に隙間があり、その隙間から水路に転落する恐れがあるため、
ＰＴＡとして危険個所として侵入防止対策をしている。柵など設置
してほしい。

　後日現場を確認し報告する。（事後処理報告書Ｐ114）

城南小学校児童と環境美化推進協議会会員が一緒に道路のゴミ拾
いを児童の帰宅時に行っている。

　ご意見として伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区コミュニティの活性化(福祉・防災・除排雪等)について

　皆様からさまざまな地域活動を通して見えてきた東山地区の抱え
ている課題と問題のご意見を伺いたい。

　平成22年市が認めた開発工事により、私の土地家屋に水が入り損
害を被っている。市役所として誠意ある対応をしていない。

　非常に切実な問題であると思う。ご意見として伺う。

湯川の河川敷では、熊対策だと思われるが、木を伐採した。新田
橋の下流は整備されているが、上流は手入れがされていないので熊
が河川敷を歩いている。市としてどのように考えているのか。地元
としては、整備して欲しい。

　整備は県が行っている。今後、整備計画はあるのか。また、地区
として要望があったのか、結果も含めて確認し後日報告する。（事
後処理報告書Ｐ115）

東山小学校や東公民館が避難場所となっているが、「砂防ダムが
できるまで、避難場所とすべきでない」となっていたがどうなった
か。

　地元の人が避難場所にすべきでない、と言うのであれば、すぐ決
めなければならない。地域の方々が自分たちで考えていく方向性が
優先される。砂防ダム工事は現時点で、令和７年完成予定で、県は
動いている。

東山地区は、砂防ダムに関係なく特別警戒区域なっている。そう
いう状況を把握したうえでの避難場所が先決問題になる。

　ご意見として伺う。

東山地区の避難所は、東山小学校か東公民館しか場所がない。市
もよく協議して、不安材料を取り除いて欲しい。

　ご意見として伺う。

最新版のハザ―ドマップを持って来たが、東山小学校や東公民館
も、避難地域になっている。一つ進歩してるのは、土砂災害ではこ
こはダメですよとなっているが、その先どこに避難するのか書かれ
てない。いざという時どこに避難するのかをハザ―ドマップに入れ
て欲しい。

　地域の方々と意見交換会を行って、考えていきたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③　東山地区（１班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区コミュニティの活性化(福祉・防災・除排雪等)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③　東山地区（１班）

土砂災害の時は、東山小学校を使ってはダメと言うことは、前々
から言われていたが、ではどうするか。 「平成31年３月30日に国
から５段階区分と言う防災知識が発表され、これに準じて市も行動
するように決まっている。」と言うものを今回もらっている。それ
は５段階でレベル３の状態の場合は、「避難準備、高齢者等の避難
開始、大雨警報・洪水警報が出た場合避難所を開設するので、そこ
に避難して下さい」と言う発令になる。いきなり避難所に避難する
ことになる。それなのにまだ避難所が決まっていない。

　ご意見として伺う。

避難所は行政がある程度決めないと、地区の方は動けない。自主
避難であれば、こちらで市と連絡を取り合って行う。

　関連意見として伺う。（市民同士の意見がつづく）

避難所の場所を、市の方でもなかなか出せないと思う。地震もあ
るし、火災もある。土砂災害の場合は、東山地区は危険区域になる
が、ある程度決めて置かないと行政が対応できない。どの位になる
かは想像つかないので、雨の降る前に自主避難するようにしてい
る。

　関連意見として伺う。（市民同士の意見がつづく）

体で覚えていれば、実際の避難時に必ず役立つと言うことで、慶
山地区は仮の避難場所を決めて、移動する避難訓練を行っている。

　慶山自主防災会の取組に敬意を表する。避難所、避難経路は、実
際に土砂災害が起こったら機能しないかもしれないが、自分の身を
守る訓練をしつづけることの意味は大きい。市に対して言うことも
理解するが、自分たちで、自分たちのルールをつくりあげていくこ
とは、さらに大切である。

私の地区（飯盛山団地）では、災害時に避難できるよう、他の町
内会館を利用させて欲しいと依頼している。また近くに市の公共施
設がないので、民間にも頼ろうと進めている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区コミュニティの活性化(福祉・防災・除排雪等)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③　東山地区（１班）

市では、防災に関して研究しているのか、進んでいるのか聞きた
い。

　議会としては、先々月から緊急災害時の議会のあり方について、
各会派、常任委員会を含めて、選出された議員で検討会を立ち上げ
ている。市内にも慶山自主防災会など自治防災組織が３ヶ所できて
いる。今後さまざまな技法を取り入れ研究していく。

防災と一言で言ってもいろんな種類があるので、災害の状況と避
難場所を細かく見ないといけない。議会を中心にしての研究会を
もって欲しい。

　議会では現在、災害時業務継続計画を作成してる最中である。今
後も各地区地域の災害対策研究に努める必要があると認識してい
る。

ハザードマップに多額の予算をかけて作っている。しかし全く分
からない。分かりやすくするべきである。

　皆さんと共に取り組みたい。

正法寺入り口から天寧寺へ続くいにしえ街道の回遊道路である
が、小型ポンプ車も通れない狭い道で、以前は車が通ったり、通学
路として使用していた市道である。平成30年８月、市へ道路整備の
「要望書」を出した。早めに補修して欲しいがこの要望の進捗状況
も知りたい。

　会津若松市には、504町内会がある。毎年約300件の要望が有り、
予算も限られているので、優先順位によって行うので、優先順位を
上げて行く取組が必要である。なお要望の進捗状況については後日
調査し、報告する。（事後処理報告書Ｐ115）

天寧地区には、小型ポンプはあるが車庫がない。今はプレハブの
小屋を使っているが早く作って欲しい。

　ご意見として伺う。

雪対策ですが、除雪車が通った後の置き雪が問題になっている。
高齢者の家の前には、旗などの目印をつけるなど置き雪しないよう
なきめ細やかな対策を考えてもらいたい。

　さまざまな状況がある中で、町内会と業者との連携が必要であ
り、早くできるよう進めていく。

地域によって業者の除雪の仕方が違い、きれいにするところと、
そうでないところがある。業者のレベルアップが必要なのではない
か。

　おっしゃるとおりである。区長と業者がしっかり話し合いをして
いくことを今後も、委員会でもしっかり取り組んでいく。

58



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地区コミュニティの活性化(福祉・防災・除排雪等)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

③　東山地区（１班）

東山小学校北側クランク道路の整備についてであるが、予算がと
れても調査が不十分だと言うことで、工事がされないことはおかし
いのではないか。今後の対応はどうなっているのか。

　地権者との話し合いが行われている状況である。早く実施するよ
う当局に伝える。

いにしえ街道の飯盛山に向かう道路（市道幹Ｉ－８）で、入学わ
ずか１ヶ月の中学生が、夜間車に跳ねられるという死亡事故が発生
した。夜は街灯もなく真っ暗になり、見通しが悪く歩行者は危険で
ある。街灯を設けて欲しい。

　現場を確認して報告する。（事後処理報告書Ｐ116）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 農業と観光振興について

(参考資料について説明)
農業と観光振興についてご意見があればお願いしたい。

湊地区の産業は農業と自然を活かした観光だと思うので、産業の活
性がないと湊地区の活性化はないと考えテーマを設定させていただ
いた。農業でいえば集落営農が進んでおり、全国的にも先進的な地
域であり、基盤整備も８割が終了しており、この農地を荒らさず後
世に残していくことが重要である。また、湊地区の農業は土地利用
型の米、そば、大豆が中心で補助金に依存している現状であり、後
継者不足も大きな課題である。観光では猪苗代湖に多くの観光客が
来ているが、それをどのように地域の振興につなげていくのかが課
題である。今日は農業、観光の関係者にも多く参加してもらってい
るので、率直なご意見を頂戴したい。

湊地区の入込数はもっと多いと思うが、この資料のデータは、地元
から提供したデータなのか。今年は５月１日から10月31日までデー
タを取るので、もっと詳しく情報を提供できると思う。

（他の方のご意見から）
この湊地区の入込数のデータは７月20日から８月20日までの来訪客
を監視員の日報から拾ったものである。

地元からいただいたデータを集計したものである。今後詳しく集計
するためにも生のデータが重要なのでご協力をお願いしたい。

崎川浜の観光客は崎川浜だけではなく市内の観光地にも行くので、
市内全体の経済波及効果もあると思う。

意見として伺う。

観光を推進する上でも、トイレを水洗化するべきではないか。 意見として伺う。地域からも要望をあげてもらいたい。

農業法人に対する直接支払いの交付金がなくなった。農業法人が新
規採用する際の補助もない。地域の担い手を守るための施策を考え
てもらいたい。

政策討論会の中で、研究していきたい。

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

④　湊地区（２班）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 農業と観光振興について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

④　湊地区（２班）

湊地区ではＧＡＰ認証取得はないとあるが、本市では、ＧＡＰ認証
取得を推進するための補助などはないのか。

昨年から、ＧＡＰの認証取得に向けた取組初期段階における情報機
器導入への支援を行っている。

湊地区にはいろんな歴史があり、市と一緒に広めていきたいが、消
極的である。観光資源の掘り起こしなどに積極的に関わってもらえ
る体制をつくるべき。

意見として伺う。

会津レクリエーション公園を、農産物の販売や歴史の展示場所とし
て開放してもらえるよう県に働きかけるべき。

意見として伺う。

崎川浜の湖水浴場の監視小屋が一畳ほどしかなく狭いので拡張して
ほしい。また、監視小屋にＡＥＤがないので設置してほしい。

地区からの要望が出されているので、現状を担当課に確認する。
（事後処理報告書Ｐ117）

大豆はＪＡ（農業協同組合）の米出荷が終わらないと運び込めな
い。そばも磐梯のカントリーの米が終わらないと運び込めない。湊
地区に大豆とそばの乾燥施設を設置してほしい。

要望として伺い、担当課に伝える。（事後処理報告書Ｐ118）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 少子高齢化対策について

一箕地区の少子高齢化に係る現況を資料に基づき説明した。

少子高齢化の問題は、高齢者の対策ではなく、子どもたちへの対策
が大切と考えている。背あぶり山のアスレチックの状況だが、大部
分のものが使用できないと聞いている。会津若松市は子どもを遊ば
せる施設が少ないので子どもが遊ぶ施設を考えて欲しい。

アスレチックの使えない遊具については、所管部署に確認する。
（事後処理報告書Ｐ119）

子どものために会津大学の活用はできないか。子どものための施策
を作ることで次世代につながると考える。

一部ではあるが、大学生に子どもの勉強等を見てもらっている。ま
た、コミュニティスクールの取組も考えられているところであり、
地域との連携も図りながら進めていきたいと考えている。

背あぶり山のレストハウスの植栽についても、予算が不十分なため
管理が十分できないので改善を要望する。

ご意見として伺う。

子どもをつくらない理由は、大学へ行くために多額の費用が必要な
ために子どもをつくらないと考える。お金持ちが子どもを多くつく
ればよいが、お金持ちは幼稚園等の費用も多額となることが問題で
ある。

市としては多子軽減策をとっており、３人目以上の子どもについて
は幼稚園・保育園の費用の軽減をしている。また、安定した収入も
大切であるため就労支援についてもさまざまな取組をしている。
国の施策の中においても、市で独自にできることは積極的に実施し
ており、出会いコンシェルジェ事業として仲人的事業を実施した。
これらの施策で全ての少子化問題の解決になるとは考えていない
が、行政としては多くの取組をしているところである。

子どもをつくるつくらないは個人の考え方の問題であり、お金の有
る無しや補助が出る出ないの問題でもないと考える。

ご意見として伺う。

子どものための遊び場が市には少ないので、子どもが遊べる室内の
大きな施設を造ってもらいたい。

ご意見として伺う。

⑤　一箕地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 少子高齢化対策について

⑤　一箕地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

子どもを育てている立場として、良いアイデアはないが、昔は隣近
所のサポートがあって子育てしやすい環境があったように感じる。
地域の住民や地区ボランティア等の充実があって地域で子どもを育
てる環境となり、それらが集まって市全体の子育て環境が良くなる
のではないかと考えている。

ご意見として伺う。

少子化の問題の根源対策は結婚問題と考えている。 ご意見として伺う。

子どもの幼稚園費用として補助金制度があるが、補助金額の多寡が
世帯収入で決まることについては違和感がある。子どもを育ててい
るのは親であり、祖父母ではない。制度がおかしいと考える。

国の制度なので遵守しているところであり、それに代わる施策とし
て多子軽減等を実施しているところである。

制度の矛盾については、今後も国へ要望や働きかけをお願いした
い。また、少子化問題に関しては国の施策が大きいと考えるがフラ
ンスのように少子化から脱却した国もあるので先進地事例に学んで
ほしい。
明石市での取組が注目されているので知り得る事例があれば教えて
いただきたい。また、市でできることとして保育所を増やしてほし
い。

会津若松市は認定こども園が多くなり、待機児童はいない状況にあ
る。潜在的待機児童はいるものの、認定こども園等を選ばなければ
全ての園児が認定こども園等に入れる。
明石市の場合は、年収に応じた対応はしていない。また、市で弁護
士を雇用して市独自の子育て対策をしている。定住人口が増えてい
る。
委員会報告書でも述べているが、全ての子どもを平等に支援してい
くことを求めている。

こども食堂に行く子どもは貧困家庭であるとの風評が広まり、こど
も食堂の使用が減少している。市として、風評の原因究明とこども
食堂の活性化を図ってもらいたい。

こども食堂に関しては、市では公募型の補助金を出している程度で
あり、こども食堂は民間で実施されているとの認識である。
子ども政策としては、困っている子どもだけを救済するのではな
く、全ての子どもたちが集える場所の提供が大事と考えている。

資料の年齢構成の統計表については、65歳で区切っているが民生委
員としては70歳で区切ることができないか。

ご意見として伺う。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 地域とともにある学校づくり(コミュニティスクール)について

コミュニティースクールとはについて、文部科学省が作成した資料
をもとに説明した。

コミュニティスクールに取り組むことを、もっと地域の市民に広報
してもらいたい。知らないままでは地域の支援は得られないと思
う。

ご意見として伺う。

道路に設置してある標識も、まだ河東中学校のままである。その辺
も含めて取り組んでもらいたい。

ご意見として伺う。

学校では不審者が出ている世の中で、通学路の見守りも実施してい
るが、親が知らない人とはあいさつをするなという時代にどうコ
ミュニティスクールを成功させるのか不安がある。

ご意見として伺う。

現在の学校において、評議員との整合性や教育委員会との連携が成
立するのか心配している。

ご意見として伺う。

河東地区には地域づくり委員会があり約200名が所属している。い
つも出席する方は同じなので、コミュニティスクールについて出て
くる意見も同じようなものになり、新しい考え方が育たないのでは
と心配している。

ご意見として伺う。

それぞれの立場で、後継者を育てて引き継ぐような体制で地域・各
団体などに取り組んでもらいたい。

ご意見として伺う。

河東地区から教育委員は出ているのか。また、その選び方はどう
なっているのか。

河東地区からは出ていない。市長が任命することになっている。そ
れに対して、議会の同意を得ることになる。

⑥　河東地区（２班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除排雪のあり方について

（今日は、除排雪のあり方について、皆様のご意見を伺いたい。）

特に、排雪が大事だと思う。流雪溝を有効に使用していないのはな
ぜか。縦の通りには流雪溝があるが、横の通りにはないのはなぜ
か。

現在、市は除雪中心であり、排雪にはまだ力をいれていない。排雪
を実施するとなると、雪が多い場合は年３億円程度かかる。重機の
整備にかかる費用が大きい。現在のところは予算はない。
流雪溝に雪を一斉に捨てると、下流部で水が溢れてしまう問題があ
る。
除雪対策事業費の当初予算が、以前は約４億円であったのが、現在
は約６億円になったので、少しずつ改善してきている。

同じ町内会で、除雪を４つの会社が実施している。各社、除雪実施
の時間が違うので、除雪がうまくいっていない。また、雪溜め場が
ないので、交差点のところに溜めている状態である。別のところで
は、パチンコ店の壁のところに積み上げている状態である。すぐに
排雪してもらいたい。

ご意見として伺う。

今年の冬のように雪が少なかった時は、除雪の予算はストックでき
るのか。

単年度予算なのでストックせず、一般会計に戻している。

市道一箕３－47の旭町郵便局から下ったところの信号のところ、雪
が積み上げられていて、通路が半分になっている状態である。万が
一、事故になってしまったら、市の責任にならないのか。
道路パトロール車が巡回しているが、きちんと点検しているのか。
アスファルトが剥がれ、道路の両脇に散らばっているので、市民が
清掃している。特段、市の対応はない。
市道一箕３－47の東京電力㈱猪苗代電力所のところの横断歩道の白
線が消えている。整備してほしい。

浸透式の舗装道路だと粒が荒いので、剥がれてしまう。今後どうし
たらよいか検討していかないといけない。
横断歩道の白線については、警察へ実施してもらうよう話をしま
す。
なお、横断歩道の白線については、後日、危機管理課から会津若松
警察署に連絡しました。

⑦　行仁地区（３班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 除排雪のあり方について

⑦　行仁地区（３班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

かつて行仁小学校前は、除雪が行き届いていなかったが、昨年あた
りから除雪が行われるようになった。しかし、今年の冬、除雪が早
朝に行われなかったことがあった。10cmの積雪にこだわらずに、歩
道除雪は優先的に行ってほしい。

オペレーターは、午前２時頃起きて、降雪状況を確認している。こ
の時は、午前４時頃に積雪があったようで、対応が遅れたようで
す。

除雪の出動は、10cm以上の降雪で行われるのか。どのように行われ
ているのか。

オペレーターの判断で出動している。

除雪の質を上げるための取組は、取られているのか。例えば、地域
の人がモニターとして取り組むという事はしないのか。一向に質が
上がらない。改善すべきではないか。

総括していかないといけないと思う。業者との懇談会の時に話をし
ていきます。

業者との打ち合わせが、電話のみで済まされている。きちんと打ち
合わせに来ない。業者に話をすると、担当の道路維持課に話をして
くださいと言われた。除雪マニュアルと実態は違っている。

除雪マニュアルについて、現場で詰めていきます。市と業者のなす
り合いになっている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 県立病院跡地の利活用と除排雪について

それでは、県立病院跡地の利活用と除排雪について、皆様からご意
見を伺いたい。

県立病院跡地の利活用について、前回の意見交換会の時よりもなに
か進展はあったのか。

当局からは、「今年度中に利活用構想を固めて、その後、しかるべ
き時に土地を購入することになっている」との説明を受けている。
現時点ではメイン機能として、子どもの遊び場や子育て支援の施設
にしていきたいとの説明を受けている。

前回の意見交換会で、平成31年３月22日がプロポーザルの最終報告
日となっていると確認したが、その結果はいつごろ市民に公表され
るのか。

この件に関しては、担当に確認をしてから事後報告する。（事後処
理報告書Ｐ120）

県立病院跡地の利活用については、お金がかかってもよいから、市
庁舎が適していると思う。駐車場も広く取る必要もあり、河東や北
会津といった地域も含めた広い視点で考えると、ぜひ実現して欲し
い。

現段階では、市民の皆様の意見を集約して、利活用の構想が固まり
つつあるので、今回のご意見をしっかりと受け止めて議会としても
何が最適であるのかをしっかりと検討していきたい。

県立病院跡地に建設するものは、中身のない箱物だけにはならない
ようにして欲しい。

2.7haもある広大な土地であり、今後もこれだけの土地は出てこな
いと思われることから、議会としても有意義なものをと考えている
のは、方向性が一緒である。特に、鶴ケ城につながるメインスト
リートでもあるので、そのことも考慮していく。

私には子どもも孫もいる。その子どもたちの声が聞こえないまちで
はダメである。ぜひとも、子どもたちの心が豊かに育つような場所
にして欲しいと思う。

まさにその通りだと思う。貴重なご意見として受け止め、当局に
しっかりと伝えさせていただく。

⑧　鶴城地区（３班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

67



○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 県立病院跡地の利活用と除排雪について

⑧　鶴城地区（３班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

県立病院跡地の場所は、景観条例には適用されないと聞いたが本当
であるのか。適用されないとするならば、高い建物が建設されるこ
ととなるのか。

景観条例が改正されて、飯盛山から鶴ケ城までの眺望が阻害されな
いように高さ制限が設けられているが、県立病院跡地ははずれてい
るため、特に高さ制限はない。しかし、あの場所に高い建物はそぐ
わないので、高さについては今回の意見をしっかり市に伝えてい
く。

鶴城小学校の東側および西側の除排雪をしっかりと行ってほしい。
本来ならば、グレーチングをかけて欲しいと地元区長からの要望が
あるが、当時の市の担当者からは、水の流れる町並みを目指してい
るのでグレーチングはかけないとの回答を得ている。

市としては、除雪だけではなくて排雪まで、できるだけしたいと考
えているようだが、現実はまだまだである。城下町でクランクに
なっているところも多く危険箇所も多いので、もっと排雪を上位に
考えるように議会としても要望していく。

徒之町における袋小路の私道の除排雪は、何年もお願いしているが
いまだに進展がない。以前に救急車が入れなかったことがあり、地
元住民の命の危険性があることは何度も伝えてきた。早急な対応を
お願いしたい。

議会としても当局に要望はしているが、除雪車の転回場所がない私
道の除排雪はまだ実施されていないのが現状である。転回場所とし
て空き地等の提供などの地元のご協力をお願いするとともに、該当
地の除排雪が実現するように議会として今後も要望していく。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 少子高齢化対策と地域づくりについて

少子高齢化の対策と地域づくりについて、皆様のご意見をいただき
たい。

「新たな開発を」との考えもあるが、空家や既存の空間の土地を活
用することによって、高齢化対策や地域の活力を維持することが可
能となるし、地域づくりに活かせるのでないか。しかし、所有者が
分らずに放置された土地の草刈り等の問題も発生している。

町北・高野地区の多くは優良農地のため開発に規制がある。また、
空家対策は有効であるが、財産権があり活用が難しい部分もある。
一方で、地区計画を策定し認可を受ければ一定の地区を開発できる
ことにもなっている。地の利がある地区なので有効な土地利用の検
討も必要と考える。

10年前から言っていることだが、門田の方は、市街地を拡大し子供
が増えたからとの理由で、学校も新しく建てている。かたや、立派
な校舎があるのに永和小と神指小が統合しなければならなくなるほ
ど児童生徒が減っている。これはおかしな政策でないか。

ご指摘の視点から質問している議員もいる。また、地区計画を策定
することによる一定範囲で開発が可能である。（神指地区において
市担当課との話し合いがされた経過にある。)地区の住民が開発に
向けて手法を含め市と話合っていくことが必要と思うが考えてみた
らどうか。

⑨　町北・高野地区（３班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 謹教地区における子育て支援について

謹教地区小学校役員の方との事前打ち合わせで、子育て支援につい
て現在の認識を伺ったところ、以下のような意見があった。

中心部の謹教地区でも児童数が減ってきている。今年は謹教小が31
名の入学、日新小は51名と聞いている。新入生が31人だと２クラス
になるが、今年の新入児童の確定が遅れ、先生の手配が取れない等
の理由から、１年生は今年１年間１クラス編成で進むことになっ
た。全校生徒数については、４年前は約340名、今年は約230名に
なった。その結果PTA会費の値上げをしないと運営できなくなり、
値上げを実施した。

　・子どもの遊び場、学ぶ場について

公園が少なく、南花畑団地ぐらいであり、外で遊ばせることができ
ない。親が総合運動公園まで連れていく。

若松３中は、荒れる学校ではないが、不登校の子どもが多くなって
きている。その対応に学校、保護者共に悩んでいる。

不登校の生徒ですが、一人ひとり学校に登校しない理由は違う。ま
た、不登校が始まった時期が小学校からの子ども、中学校からの子
どもがいる。

不登校については、学校だけでなく地域全体で関わることが必要に
なってきている。

　・子どもの成長に合わせた支援について

⑩　謹教地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 謹教地区における子育て支援について

⑩　謹教地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

福島市は学童クラブ、音楽活動を行っている。会津若松市のこども
クラブでも行っていただきたい。宿題、オセロ、遊びになってい
る。最低限の人数で指導していただいている現状だが予算をつけて
ほしい。

若松３中では生徒たちが、運動部、文化部共に部活動に本気で取り
組んでいる。休みの日も部活動で過ごしている。

少子化の問題であるが、若松３中の子どもの数が少なくなってき
た。そのためクラスの数が減ることで担任の先生の数も減り、部活
動を担当する専門の指導者がいない。部活動の種目数も減り活動が
できなくなってくる。

例えば、バスケのように男女で活動することになれば先生が二人で
担当することとなる。今の先生の数でできるのか。今後生徒数が減
れば、部活動をする先生が男女別に担当できなくなってしまう。

部活動の指導者、指導のあり方について何らかの方法がないか。検
討していただきたい。

　・地域別の子育てについて

小学校の運動会は、地区との合同運動会で開催し成立している。運
営の手伝いをしていただける人材の問題を抱えている。

日新地区と謹教地区は同じような生活、歴史環境にあるので小学校
から中学校に入学してもギャップはないようだ。

謹教地区では、毎週土曜日に地区の方がスポーツ、レクリエーショ
ンを開催し子どもを見てくれている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 謹教地区における子育て支援について

⑩　謹教地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

　・地域で育てる子どもの環境について

中心部は人口減少で空き家が増えそのままになっている。土地が高
く再開発されにくい。若者は、土地が高いので新たに土地を購入し
家を建てることが困難となってきている。

あまり環境が変わらないと思う。子どもの数が少なくなっている。
もう少し小・中学校で柔軟に行っていただければ良いのでないか。
例えば、学区を超えて入学してもよいのではないか。そのために特
徴ある教育環境を作れば入学するのではないか。

個人主義になっているのではないか、これは時代の流れか。親の環
境が良くならないと子どもの環境がよくならない。

議会は、４月22日謹教地区の小学校役員の方から子育て支援の上記
４つの項目について意見を伺った。子育て支援について議会が取り
組むに当たり、謹教地区の皆様方からも課題や問題について教えて
いただきたい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 謹教地区における子育て支援について

⑩　謹教地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

謹教小学校の１年生のクラス編成について、新入生31名で１クラス
である。来年度は、31名の児童がいれば２クラスになるのか。

クラス編成について、文部科学省は、基準を小・中学校１クラス40
名としている。また、福島県は、独自の基準として小学校１、２年
と中学校１年は、30人以下学級、小学校３年～６年と中学校２、３
年は、35人以下学級としている。質問の謹教小学校現在の１年生が
２年生に進級する際、児童数が31人いたときは２クラスになる。今
年度２クラスにならないのは、各学校の学年数の編成時期の直近に
謹教小学校の新入児童が31名と確定したが、その後、クラスを受け
持つ教員の確保ができなかったため１クラスとなった。現在、福島
県では、教員確保について課題、問題を抱えており、他の市町村で
も謹教小学校の事例のように、クラス編成ができないところが出て
きている。要因としてあるのは、正職員でない講師の確保ができな
いと報告されている。

小学校高学年になると課題、問題が増えてくると感じる。例えば不
登校の問題についても高学年になるに従い増え、その数も他の学校
に比べ謹教小学校は多いと感じている。不登校についての対策、対
応について「困った」だけでは解決しない。児童には、学校やこど
もクラブなど集団の中で生活、勉強していただきたい。昼夜逆転し
た生活を送る子どもがいるので、保護者や先生は悩んでいるとお聞
きしている。また、運動会について、地域住民の方々、謹教スポー
ツクラブの応援があり、運動会の最後には会津磐梯山を踊って終
わっている。児童と保護者そして地域の方々の交流があり、良いも
のだと感じている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 謹教地区における子育て支援について

⑩　謹教地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

謹教小学校や若松３中の不登校の児童・生徒に対しては、民生委
員・児童委員が不登校の児童・生徒や保護者への対応をすべきであ
る。地区社会福祉協議会ができれば不登校についても相談ができる
ので利用すればよいと考える。

不登校ではないが、一人親の方の困りごとについての事例報告とし
て、一箕地区の取組を紹介します。若い方の生活状況はさまざまで
ありますが、働き、子どもと生活する中で、市政だよりなど情報誌
を読むこともできない生活をする方もいる。そうした方の中に福祉
の制度からこぼれてしまう方がいるのではないか。困りごと相談に
ついて民生児童委員に相談すべきとの意見ですが、民生児童委員の
方が一箕地区のどこに住んでいるのか分からないので相談ができま
せんでしたと報告されている。結果として、困りごとについて中学
３年生の生徒が、一箕中学校の先生に相談し、家庭が生活困窮して
いること、給食費の滞納があること、高校進学について家庭で相談
できない悩みを打ち明けてくれた。その後学校は、民生児童委員、
市の担当部局など関係者と連携し、当事者を福祉の制度につなげる
ことができた。

謹教地区では、子どものあいさつ運動を実施し、年２、３回校舎玄
関前であいさつ運動をしている。そこに民生委員・児童委員の方も
出て子どもたちと接してきている。不登校の児童、生徒について
は、家庭、学校、友達など一人ひとり問題を抱えている。

不登校の問題については、学校や先生が悩んでいるだけでは解決し
ない。不登校の課題を抱えてきた児童、生徒の中には、友達との関
係が深くなったことにより登校することができたという事例もある
と聞いている。こうした事例を参考に、学校はもっと子どもの中に
入るべきである。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 謹教地区における子育て支援について

⑩　謹教地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

不登校指導と生活指導を比較すると、不登校の児童、生徒の解決と
勉強を教えることは10倍くらいの違いがあり難しい事例であると実
感している。不登校の児童、生徒への関わり方は、知識が豊富でな
いと対応できない。例えば、聞き手と話し手の関係で「秘密にする
から話して」とようやく話してくれた内容が、クラスや学校内等に
広まることになれば、当事者である子どもへの影響は、悪い方に変
化する。この事例では、聞き手の方が秘密を守りますと約束し、
ケース会議で関係者に報告したところ、会議の参加者である第三者
が当事者と秘密とした内容を関係者以外に話してしまい、クラスや
学校に広まってしまった。結果、信頼して打ち明けた聞き手と話し
手の信頼関係が崩れた。こうした事例から、カウンセリングなどの
知識がないと不登校の解消に向けたアドバイスはできないと考え
る。また、報道や専門書の中には、不登校の児童、生徒になる要因
の一つに、家庭での父親の単身赴任との関係について指摘している
事例がある。

民生児童委員の中には、不登校の児童、生徒に関わることのできる
方もいると聞いている。一方で、学校の先生でも関わることのでき
る人とできない人がいると思う。

不登校の家庭訪問について、居なかった、会えなかったですんなり
帰ってきてしまうのか。相談ができる環境づくりをする必要があ
る。あらゆる手段を使い面談する必要があるので方法を考えてほし
い。なぜ不登校になっているのか分析しているのか、その分析結果
を知りたい。

今年から私の町内会は、子ども会が無くなった。

以前の町内は、人口が少ないが、子どもは多くいた。だいぶ前に子
ども会、老人会が無くなった。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 謹教地区における子育て支援について

⑩　謹教地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

学校通学路の見守りについて、７時から７時40分の間、現在１名で
横断歩道の見守りを行っている。止まってくれない車がいる中でど
れだけボランティアでできるのか、事故の責任、けがの問題。ボラ
ンティアと学校との関係。

学校登校の時間が早くなり教職員の出勤時間が早くなった。

側溝と通学路の関係、蓋をかけてほしいが予算の関係でできないの
か。設置していないので学校に危険予告の看板を設置していただい
ている。

子どもが屋内で遊ぶ場所がないと言われている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 城北地区における子育て支援について

城北地区小学校役員の方との事前打ち合わせで、子育て支援につい
て現在の認識を伺ったところ、以下のような意見があった。

城北地区は年３回、区長会、PTA、各種団体で交流会を実施し情報
交換を行っている。

全校児童は４年前に比べ約100名減っている。そのためPTA活動、児
童会活動を現状の体制で行えるように再編、整理を行ってきた。例
えば、４年前から児童後援会を立ち上げ、PTAは、お金の後方支援
を行っている。

また、PTAの役員体制、各委員会の再編、委員会活動の縮小を行っ
た。学年行事の親子レクの廃止を考える。その背景は、親が休日休
むことができないからである。また、委員会活動、全体活動では、
役員以外でもお手伝いができる方に活動に参加していただいてい
る。

　・子どもの成長に合わせた支援について

親のモラルの問題が出てきている。話を伺うが全ての方ではないが
一部の方には、親の問題意識に疑問を感じることがある。役員会の
中では、一部の保護者ではあるが、問題を抱えているのは、子ども
より親の方でないかとの意見が出されている。

　・子どもの遊び場、学ぶ場について

地区では、子どもの遊び場は、小さな公園がいくつかあるが望まし
い環境にはなっていない。

　・地域別の子育てについて

⑪　城北地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 城北地区における子育て支援について

⑪　城北地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

児童・生徒数が減っているので以前と比べると子どもたちの環境は
変わってきている。

今年からこどもクラブが新校舎内に設立された。大変期待してい
る。

　・地域で育てる子どもの環境について

道路が狭隘で通学路の問題がある。交通指導員２名、安全ボラン
ティアの方に登校前に指導していただいている。月１回情報交換を
行っている。中学生にも声掛けをしていただいている。

議会は、４月22日城北地区の小学校役員の方から子育て支援の上記
４つの項目について意見を伺った。子育て支援について議会が取り
組むに当たり、城北地区の皆様方からも課題や問題について教えて
いただきたい。

町内のなかで問題になっているのは、子ども会会員が、約100名か
ら10名台になっている。主な要因が、親が役員をやれない、だから
加入しないという方が増えていることから、町内の対策として、町
内の祭りや才の神をこれまで子ども会役員を中心に担っていただい
たのですが、町内会役員と老人会が連携して行っている。こうした
役員の方の運営の軽減化を図ることで、子ども会に加入しやすい取
組を進めている。

金川町の公園は、野球、サッカーはダメとの看板がある。この看板
は、以前はなかった。孫の話ですが、野球、サッカーを公園でした
いとの希望があるができないので、友達と近くの公園では遊ばない
と言っている。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 城北地区における子育て支援について

⑪　城北地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

子ども会の会長から子ども会の解散を相談された。今年は、４世帯
の参加、役員のなり手がいないため会長が、総務、会計を行ってき
たが、会長の後継者がいないので、子ども会活動ができないとのこ
とであった。今年１年は、町内会と子ども会行事を一緒にやること
で整理した。来年以降の子ども会活動について悩んでいる。先ほど
報告された老人会と一緒に参加を呼び掛けたい。また、夏まつりに
ついては、隣の町内会に参加を呼び掛け実施している。

以前、城北地区は子ども会がすべて組織されていた。現在は金川
町、石堂町周辺には子ども会がある。それ以外の町内会の子ども会
は休会状態である。そこで城北地区子供会育成協議会では、近隣の
子ども会連合での活動や活動している子ども会への加入を呼び掛け
ている。

子ども会は、４、５軒の加入。隣の町内から子ども会に加入したい
との希望があったので、加入に向けて町内会としての約束事を整理
した。町内会は、子ども会に対し援助金を交付して支援している。
町内会行事には、参加費の一部を補助している。そのため、町内会
会員同様の行事参加ができることを説明し、町内会会費月300円を
親子の人数分納めていただくようにしてきた。現在は、希望する
方々は、町内会で運営費を負担し実行している新年会、日帰り旅行
など各種行事に親子で参加していただき、それぞれ町内会会員同様
の補助を受けている。これからも近隣からの子ども会加入希望者の
参加を認めていきたい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 神指地区における子育て支援について

　・子どもの成長に合わせた支援について

地区の子どもが少ないので、例えば小学校の運動会でリレーを組む
ことができない等団体活動が思うようにできない。

中学校でも生徒数が少ないため団体競技は、サッカー、野球、剣道
と限られている。児童・生徒数が少ないことは、子ども、保護者、
先生が自由に思うような活動をすることに支障をきたす結果になっ
ている。

　・子どもの遊び場、学ぶ場について

児童数が減少して集落の中で遊んでいる子どもの姿を見かけなく
なってきている。低学年は、こどもクラブや放課後子ども教室があ
ればそこに通わせることができる。高学年は、学校行事やスポーツ
少年団活動に駆り出されているのが現状である。

　・地域別の子育てについて

低学年の子どもは、家に帰ってくると集落内に同世代の子どもがい
ないため遊べない。こどもクラブや放課後子ども教室に通うことに
なればそれが解消されるが、休日は家の中で遊ぶことになる。

　・地域で育てる子どもの環境について

国道121号、国道49号、高速道路付近において、横断歩道専用の信
号機がなく、交通指導員もいない。特に低学年の児童は、朝の通学
時には親がついて行っている現状である。

⑫　神指地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 神指地区における子育て支援について

⑫　神指地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

少子化の要因の一つに若松６中校区は、市街化調整区域で住宅を自
由に建てられない制約があり若者が移転し生活することができな
い。その結果子どもが増えない。今後どのようにまちづくりを進め
るのかが課題である。

議会は、４月22日神指地区の中学校役員の方から子育て支援の上記
４つの項目について意見を伺った。子育て支援について議会が取り
組むに当たり、神指地区の皆様方からも課題や問題について教えて
いただきたい。

子どもたちの環境を守ることについて、小さい子どもの交通事故防
止に向けた問題がある。神指地区青少年育成協議会は、子どもの見
守り活動を行っている。その話し合いの中で出されたのが、登下校
の通学時の交通事故防止に向けた見守りを多くの企業、個人の参加
者を呼び掛け実行したいということでした。具体的には、企業、個
人などの乗用車に「見守り隊」の表示をマジックテープでつけて地
区全体で子どもを見守っているという意思表示を行うことであり、
この取組を通し交通事故防止につながるのではないかとの提案が
あった。その後、神指地区青少年育成協議会では、実施に向けて検
討してきたがいまだに実施されていない状況である。そこで、子ど
もの見守り活動の実施に向けて、活動費と、備品購入に向け市の予
算を確保できないか。

あいづ商工信用組合のバイクに同じような取組がある。また、予算
の確保については、門田地区区長会の取組があり、小・中学校のボ
ランティア活動としての見守り隊のグッズを提供すべく、区長会が
各小・中学校に寄付をし、その寄付金を利用して見守隊のグッズを
購入し支給している事例がある。

神指小学校の入学式、今年の新入生は９名だった。10名以下は、初
めてと聞いている。教育委員会が学区を変える思い切った手を打た
ないと、神指小学校が統合、吸収になってしまうのでないかと危惧
している。小規模校を嫌い保護者の判断で私立の学校に入学するこ
とになれば、さらに神指小学校に入学しなくなってしまう。ここで
将来に向けた神指小学校のあり方について考えなければいけない時
期に来ている。

市内の小学校は一箕小学校と小金井小学校以外は児童数が減ってき
ており、神指小学校、湊小学校、大戸小学校は全校児童数100名を
切っている。将来に向けた何らかの対策が求められているのは議会
としても認識しているところである。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 神指地区における子育て支援について

⑫　神指地区（４班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

市として少子化対策の抜本的な解決策を立て、実行しないと改善す
ることができないと考える。そのためには政策的に複数の施策を行
うことだと考える。例えば市街化調整区域を外すこと、住宅地を開
発して若者が住居を求め定着し、企業を神指地区に持ってくること
である。将来のビジョン、きちんとした方向性を出すべき。また、
小学校の児童数が減っていることから、神指小学校と永和小学校を
統合してスクールバスで通えばいいという声を聴いている。

少子化対策と雇用確保について、現在、河東工業団地と徳久工業団
地に企業誘致をしており、空きスペースがなくなった。そこで、次
の新工業団地の造成についての政策課題がある。また、若者の就職
先を確保するための取組としてICTオフィスビル建設がある。今年
４月オープンとなり、今後450名規模の就職を予定している。地元
の若者の就職、会津大学卒業生の受け皿、そして首都圏のエンジニ
アの方々とその家族の定住に期待している。企業との懇談会では、
転勤して会津若松に来ることについて、子どもと家族で移住するに
は、住環境、教育と進学、医療機関など多くの課題と問題があるこ
とが出されているとの報告が議会にあった。今後、少子化対策と雇
用確保について環境づくりを進めていきたいと考える。

今年の神指小学校の新入生が９名。運動会や、小学校行事などの団
体競技、活動について危惧している。神指地区に住んで良かったと
思えるような子育て環境づくりを求めたい。

地区のゾーンごとに住みよい環境づくりを行っています。ご理解く
ださい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ まちの拠点づくりと防災について

　現在市では、各地区における自主防災組織の結成に向けた取組を
進めている。
　平成27年には、東山慶山地区において自主防災組織が結成され、
ここ日新地区の本町（融通寺町）安心・安全まちづくり協議会にお
いても、平成30年７月に結成された。
　自主防災組織は、「自分たちの地域は自分たちで守る」という考
えのもと、住民が自主的に結成する組織である。また、災害による
被害を予防・軽減するための活動をする組織であり、地域住民に
とって重要な組織になるものと思われる。
　本日は、「まちの拠点づくりと防災」というテーマに沿って意見
交換を行いたい。

本町（融通寺町）安心・安全まちづくり協議会においては、災害
が発生し、いざという時の避難所マップを作成している。本町商店
街のカフェにも置いてあった。ハザードマップによれば、この地区
は、１ｍ以上冠水する地区であり、子どもたちの避難先を考える
と、やはり学校に避難できるよう、普段から対策を考えているよう
である。

　情報提供に感謝する。

自主防災組織の結成は、雲をつかむような話である。私の地区の
八日町では、膝下50ｃｍの冠水が想定されており、城北小学校が避
難場所に指定されている。避難行動要支援者名簿には９名が記載さ
れているが、水害の場合、一時的な避難であれば自宅の２階で大丈
夫だと考える。しかし要支援者は平屋に住んでいる方も多いため、
近所の鉄筋構造の建物に避難させていただけるのか、そうした段取
りに市は、どこまで関わっていただけるのか。
私たちの地区で災害といえば、水害を想定する。要支援者全員を

おんぶしながら避難させるのは、大変である。移動手段としてリヤ
カーなどを用意しなければならないのか、そうした道筋をつけるこ
とを市にはお願いをしたい。

　水害発生時など、自分たちの地域で、自分たちできることをシュ
ミレーションしながら考えていくことが自主防災組織であると考え
る。住民自治のひとつの切り口ではないか。
　その上で、市においてもさまざまな支援に取り組むことになる。

⑬　日新地区（５班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ まちの拠点づくりと防災について

⑬　日新地区（５班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

私の地区の八日町には見守り隊がある。平成26年には38名在籍し
ていたが、現在は32名である。毎月土曜日と日曜日の夜の８時から
町内を見回っていたが、隊員の高齢化もあり、現在は毎月３～４
回、土曜日のみ実施している。
市から避難行動要支援者名簿をもらったが、個人情報だと言わ

れ、どういう動きをしていいのか分からない。

　見守り隊という素晴らしい活動に敬意を表したい。
　避難行動要支援者名簿は、区長等への公開に同意した方が記載さ
れているので、区長等が要支援者にお話することは可能である。

東山慶山の自主防災組織においては、一般財団法人自治総合セン
ターより支援を受けたようである。
八日町の一斉放送設備が、県営住宅が建設されたために、放送が

及ばない場所ができてしまった。県に働きかけてもどうにもならな
かった。放送設備に対する国などからの支援はあるのか。

　一般財団法人自治総合センターの地域防災組織育成助成事業は、
地域防災組織の育成に資する事業に対する支援であり、単なる放送
設備の改善に対する支援ではなさそうである。

災害発生時に避難が必要となる場合、避難先として日新コミュニ
ティセンターは、すぐに満員になるであろう。八日町内の足腰が不
自由な高齢者などの避難先はどう確保すれば良いのか。市において
地域ごとに避難先を割り振っていただけないか。

　要望として伺う。

日新小学校は、以前の大雨時に側溝のつまりにより、水が溢れ出
し、学校に避難できなかった。

　市内に自主防災組織は何カ所あるのか。 　東山慶山地区のと、本町（融通寺町）安心・安全まちづくり協議
会の２カ所である。
【訂正】
　設立している自主防災組織は、東山慶山地区の慶山自主防災会、
門田地区の東年貢２区自主防災会、本町（融通寺町）安心・安全ま
ちづくり協議会の３カ所である。

自主防災組織は必要であり、避難マニュアルを作成し、年に１
回、各地区で避難訓練を実施すべきである。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 顔が見える地域づくりについて

（はじめに、会津若松市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画
の城西小学校区の日常生活圏域ニーズ調査結果、単位老人クラブ・
ふれあい事業の状況について資料をもとに説明）
区長会長から、顔が見える地域づくりについて想いを語っていただ
きたい。

高齢者問題は全国的なものである。
地区内においても町内会、長寿会などの参加者が増えてこない。役
員を受けてくれる人もいない。民生委員・児童委員、高齢者福祉相
談員、第２包括支援センターを中心として活動をしているが、連携
を取った活動を密にしていかないと全体的な動きにつながっていか
ない。
身近なつながりとしては各種団体があるので、連携を強化し、情報
交換が必要である。民生委員・児童委員や高齢者福祉相談員の巡回
は月２回～３回となるが、隣近所は毎日見ることができるので、身
近に感じる関係を取り組んでいかなければならないと考える。

隣近所の付き合い、見守りが希薄になってきている。そういった現
状に対し、こんなことが必要ではないか、また各地区の取組等につ
いて発言をいただきたい。

地区では「ふれあい・いきいきサロン」をはじめて３年目となって
いる。今年はいきいきサロンの補助金がまだ入っていない。支援を
するのであれば、決まったことはきちんとやるべき。
いきいきサロンや趣味の会であれば会員は入りやすいが、老人会と
いう名前は抵抗があり会員が増えない。老人会連合会にいきいきサ
ロンは入っていない。老人会連合会について見直す必要がある。

空き家問題、少子高齢化などについて書いてある「負動産時代」を
読んで参考にしていただきたい。

⑭　城西地区（５班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 顔が見える地域づくりについて

⑭　城西地区（５班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

地域の取組として、お助け隊やさまざまな行事を行う等の活動をし
ているが、支援する方も高齢化している。足腰が弱っていて人の為
に何かをしたくてもできない状態である。いきいきサロン、囲碁・
将棋などあっても、身体がついていかない。毎回の参加は登録数の
半分ほどで男性が少ない。助け合っていく町内とするには、どうし
たらいいのか自問自答している。

鈴懸地区ではコキア（ほうき草）を20鉢買って20人の方に育てても
らった。コキア育てが、育てている方同士の話のきっかけづくりと
なるのではないかと思った。秋には鉢を持ちより芋煮会を行った。
取れた種を使って、今年は鉢を40個に増やし予算も確保している。
コキアを育てる人も40人に増やしたい。
将来は道路の両側に並べてみんなに見てもらいたい。また、他から
も見に来るような地域にしていきたいと思っている。有料で見ても
らえば収入にもつながる。広場で集まりを持つのが夢である。

すばらしい取組です。

市も、市に合ったアイディアを募集してはどうか。

いきいきサロンでは手芸をしているが、お茶のみでも良い。皆が一
斉に同じことをすることではなく、それぞれが好きなことをすれば
良いのではないか。
若い人たちに入ってもらったらどうか。
（65歳の若い人２名が入った）

いきいきサロンは民生委員・児童委員の方が中心となって行事を企
画し、長寿会で人を集め、運営している。近くのデイサービスにも
声をかけながら参加を促している。他の町内の方も参加OKである。
使っていなかった古い町内会館があるので、危機管理課の空き家対
策補助制度に申請し改装を予定している。そこで卓球、囲碁、将
棋、お茶会などをしたい。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 顔が見える地域づくりについて

⑭　城西地区（５班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

いきいきサロン５葉会は５町内が集まり、区長が中心になって行っ
ている。区長には40代の若い人もいる。会には補助金も入るが、お
金がかかるので参加者から100円をいただいている。しかしお金が
かかると出ない人もいる。

社会福祉協議会は、会費を取って運営するべきと言っているが、町
内会としては取る必要はないと思っている。
町内では金の集め方と人の集め方が問題である。

地域の活動の中で、城西町には健寿会があるが、町内の運営、役員
のなり手がいないのが困りごとである。
これまでの総会は３時間もかかっていたが、向き合ってお茶を飲む
時間を用意したところ、今回55分で終わることができた。お茶会で
雑談をすることができたためか、一斉清掃の時、あちこちで立ち話
をする姿が見られ、コミュニケーションがとれてきたように感じ
た。
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 北会津地区における防災について

市では、各地区における自主防災組織の結成に向けた取組を進めて
いる。自主防災組織は「自分たちの地域は、自分たちで守る」とい
う考えのもと、住民が自主的に結成する組織であり、災害による被
害を予防・軽減するための活動であり、地域住民にとって重要な組
織になると思われる。自主防災組織について北会津地区ではどのよ
うに考えていくのか。災害・水害に対するシュミレーションや対応
策について意見交換ができればと考えている。
　北会津地区の自助、共助、公助をどう充実していくのか。本日は
北会津地区における防災について、ご意見をお聞かせください。

今年８月25日に北会津中学校で防災訓練がある。防災マップも新し
くなった。北会津は阿賀川・宮川があり水害に関する心配が一番大
きい。これまで大きな災害はなかったが、昨年水害があった岡山の
事例もある。会津は大丈夫という意識があるので、危機管理のなさ
が問題ではないかと思い、今一度防災について考えようという主旨
でこのテーマとした。
慶山では自主防災組織があるが、市全体の組織の数が少ないのでは
ないか。

慶山地区では、山津波に関する危機意識が高まり組織がつくられ
た。日新地区でも本町安心、安全まちづくり協議会という組織がつ
くられ、地区の危険個所や一時的に避難できる場所などの防災マッ
プを作るなどの活動をしている。

東日本大震災の時、郡山市の学校施設を使い、避難してきた方の支
援を行ったが、市・県の災害対策本部と連携がうまくいかず、ＮＰ
Ｏを頼り、教員が支援をした。
北会津の避難所は各学校である。会津で災害がおきた時、行政は何
ができるのか。誰がしきるのか。

⑮　北会津地区（５班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 北会津地区における防災について

⑮　北会津地区（５班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

避難所の一番は学校だが、そこにどうやっていくのか。岡山では、
夜だったため学校に避難してもカギが閉まっていたり、駐車場が満
杯になったという事例もある。北会津は平地や・高台がない。その
中での避難経路をどうするか、一時避難、二次避難等、各集落で検
証をしていかなければならない。議会もどのように関わっていくの
か。

体の不自由な方の対応についても、避難行動要支援者名簿に登録す
ることが嫌だと思う人もいる。いろんな機会を通じて意識を高めて
いただきたい。

避難所に来た方は着の身着のままの人もいる。本当に困った人をど
う助けられるのか誰も知らない。地域住民の安心をつくっていくこ
とが必要だが、地域だけでできるのか。市はどこまでできるのかが
問題。

災害があった時、初期の段階で、自助・共助をどう行っていくかが
大事。市議会としても災害時業務継続計画（BCP）を策定中であ
る。

８月25日の防災訓練は行政で行うもので、地域住民はほとんど身に
入らない。地域住民が率先して行わなければ本当の防災訓練にはな
らない。住民の盛り上げをどうしたらよいか。

市には、会津若松市防災計画がある。市民は水・食料を３日分備蓄
するとなっている。日頃の備え災害に対する意識を常に持つことが
大事ではないか。

災害が起きた場合のことばかりではなく災害を未然に防ぐことが大
事。農業をやっていて、用水路・排水路の管理が不十分なところが
ある。高速道路の下（北会津町和泉原山の会津坂下町との境界付近
にある磐越自動車道下）の水路に土砂が溜まっているが、土地改良
区から委託を受け、地域の人が土砂上げをしている。しかし高齢化
もあり負担となっている。

現地確認し後日回答する。（事後処理報告書Ｐ121）

北会津町鷺林の北側にあるタテ川の用水路の水草の除草ができてい
ない。水害予防のため用水路・排水路の整備をすべき。

現地確認し後日回答する。（事後処理報告書Ｐ122）
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○　地区別テーマでの意見交換について　　テーマ　⇒ 北会津地区における防災について

⑮　北会津地区（５班）

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

大川の木の伐採をすべき。 阿賀川河川事務所によれば下流より伐採を行う予定とのことであ
る。

東京都内の町内会では、全町内会に自主防災組織がある。消防団の
詰所のわきに、小型ポンプやリヤカー、水タンクなどが置いてあ
り、年２回防災訓練をし、うち１回は初期防火訓練をする。昭和50
年くらいから始まったようで、災害組織のはじまりは地区の役員し
か来なかったが、だんだんと住民が参加するようになっていった。

市は何をしてくれるのか、具体的周知をしてほしい。
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○　議会(定例会、政策討論会など)について

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

１班 東山

議員定数は何人になるのか。また、分科会は何

名になるのか。

現在議員定数は30名であるが、1名欠員になるの

で29名である。改選後からは議員定数が28名とな

り、４つの分科会は、それぞれ７名になる。

湊

議員定数が28名に決まった理由は。 本市議会は委員会中心主義を採っており、「議員

間討議が活発に行われている中では７名から８名

は必要である」との専門的知見も参考として、適

正な議員定数は何名であるかを協議・検討した結

果、４つの常任委員会にそれぞれ議員７名と考

え、合計28名となった。

議員定数を減らすことについては賛成できない。

地域代表議員がいないと政治離れも起こるのでは

ないか。予算がないことを理由に、議員を減らす

ことは反対である。

ご意見として伺う。

議員定数に関しては地域条件などを勘案して初め

に定められた30名が妥当と考えているので、議員

の削減には反対である。

ご意見として伺う。

３班

町北

高野

議員定数が30名から28名になった理由は。 常任委員会の構成人数、意見交換会の構成人数、

議長の委員会所属の在り方などの考え方の相違に

より、29・28・25・24名の案が出され、協議を繰

り返したが合意されず、議員全員による採決の結

果28名に決定した。

市議会議員の議員定数が28人になったが、定数が

減ったのは人口に合わせたのか。

昔は人口や面積が関係していたが、今は各自治体

で定数を決めることができる。

議員定数が減るのは民意の反映が減るのではない

かと思う。

本市は、議員のいない地域でも市民との意見交換

会を開催し、地域の問題を聞かせていただいてい

る。この場を活用していただきたい。

議員定数 議員定数

２班

一箕

５班 城西
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○　議会(定例会、政策討論会など)について

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

報酬等審議会の動きを教えてください。 ２年程度前に特別職報酬等審議会が開かれ、報酬

等については妥当との結果がだされている。今後

の開催については今年の改選後に市長が判断する

ものと考えている。

特別職報酬等審議会のメンバーは、各界代表者と

公募による２名を加えた市民で構成されており、

適切な審議が成されているものと考えている。

長期欠席議員の報酬削減とあるが、病気等での欠

席議員は生活に困るのではないか。

減額は最大で50％である。

報酬のある議員と報酬のない議員の二通りを条例

等で定めているところがあると聞いているので、

そのような事例も勉強してもらいたい。新潟県の

市でそのような事例があると承知している。

後日調査し、報告する。（事後処理報告書Ｐ122）

５班 城西

政策討論会議会制度検討委員会の活動報告にある

議員報酬の中で、長期欠席議員とあるが、どうい

う議員なのか。その理由は。現在、対象者はいる

のか。

理由は病気等さまざまである。今、長期欠席をし

ている議員はいないが、以前は長期欠席をしてい

た議員がいた。

定数が２名減になり、２名減分の費用の節約はど

の程度になるのか。

２名合わせて、1,400万円程度である。

諮問委員会の今後についてお聞きしたい。

人口減少が進む中での議員定数のあり方をどのよ

うに考えているのか。

議員定数については、我々議員が議案として上げ

る。報酬については報酬等審議会があり、報酬等

審議会で審議するものである。

また、議員定数に関しては一委員会で機能する人

数は７人程度が妥当と考えており、今回の定数を

４委員会に７人を掛けた数の28名としたものであ

る。今後も定数に関しては皆さんの多様な意見を

聞きながら進めていく。

議員報酬 議員報酬

２班 一箕

一箕

議員報酬

定数

議員報酬

定数

２班
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○　議会(定例会、政策討論会など)について

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議員報酬

定数

議員報酬

定数

５班 日新

議員定数が30名から28名に削減されたが、この

根拠はなにか。議員報酬は適正であると考えてい

るのか。

ボランティアで頑張っている人もいると思うの

で、その精神で頑張ってほしい。

　以前は、市町村人口や面積に応じて決められて

いたが、今は自治体自らが決めることができる。

さまざまな議論を重ね、28名が適正であるとして

賛成多数で可決されたものである。議員報酬は、

市の報酬等審議会での議論を経て決定されてい

る。個人的には、他市から比較すれば少ない実態

もあり、生活しながら議員活動に取り組める報酬

であってほしいと考えている。

議員報酬

定数

議員

議員報酬

定数

議員

２班 一箕

議員の成り手不足の中、市民意見を忖度して議員

報酬を下げることや議員定数を減らすなど安易に

考えるべきではないと思う。

また、地域の代表としての議員がいなく、地域の

問題を汲み上げられないことも問題であるので、

選挙区として小選挙区制なども加味した制度を考

えても良いのではないか。

北会津・河東との合併時にも選挙区制の問題が話

題になったこともあったが、結果して現在の選挙

区制度になったものと理解している。

謹教

市民との意見交換会、テーマを絞るべきでない

か。意見の要望をどのように取り上げているの

か。

５班編成で行っており、内容については、広報公

聴委員会で決めている。また、地区別テーマにつ

いては、各班で協議しその後、担当地区の方々と

協議し決めている。

城北

市民との意見交換会では、参加者に飲料の提供が

あってもよいと考える。

飲料の提供については、公職選挙法と予算の関係

があるが、コミュニティセンターのお茶道具を利

用してお茶を提供することは可能と考える。

参加者
５班 北会津

市民との意見交換会の参加者が少ない。もっと周

知してほしい。

参加者が増えるよう工夫していきたい。

運営
４班

意見交換

会
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○　議会(定例会、政策討論会など)について

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

２班 河東

前回の意見交換会のやりとりの中で、「検討しま

す、ご意見として伺います」で、そこで終わって

しまっては何のためにここに来て発言したのか意

味がない。議会を通して、地域の問題課題を一段

上げて取り組んでもらいたい。

貴重なご意見として伺う。持ち帰って次回の広報

広聴委員会で協議していく。

４班 城北

お礼です。前回の意見交換会に出席して一方通行

の標識が見づらい、わかりづらいこと、またカー

ブミラーの設置について７カ所の要望を出しまし

た。その後、現地調査をしていただき、さらに本

日配布された報告書で回答いただきました。

ありがとうございます。

ご意見ありがとうございます。

班の引き

継ぎ

２班 河東

前回の意見交換会の経過について、今回説明が

あってもいいのではないか。６ケ月が経過して、

何か変化があれば進捗状況についてここで報告し

てもらいたい。

ご意見として伺う。持ち帰り、次回の広報広聴委

員会で協議していく。

２班 湊

議会では全国の先進地に視察に行っていると思う

ので、他市の事例を広報議会などで紹介してほし

い。

委員会での視察は広報議会で紹介している。会派

の視察については過去に掲載したことがあるの

で、広報広聴委員会で検討をお願いする。

４班 城北

市政だよりには市長へ手紙を出すことのできる紙

面になっている。広報議会も同様に手紙を出すこ

とのできる紙面にしていただけないか。

広報広聴委員会に報告し協議をさせていただく。

議会広報

紙

掲載内容

事後対応

意見交換

会
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○　議会(定例会、政策討論会など)について

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議会広報

紙

掲載内容
５班 城西

新庁舎建設のストップはできないという話だが、

広報議会には予算案に対する反対意見が掲載され

ているが、賛成意見の討論が掲載されていない。

新庁舎建設について個別項目として賛否が掲載さ

れていないため、それぞれの議員の賛否が分から

ない。選挙に出る議員の公約として新庁舎問題に

ついて掲載してほしい。判断の材料になる。

議会の中で賛成討論をしていないので掲載されて

いない。

議会は政策討論会を実施しているが、市の政策

に反映できたのはいくつぐらいあるのか。例があ

れば教えていただきたい。

（総務委員会）第１分科会の報告をしたい。市財

政が危機的状況にあったことから、議会として研

究を重ね、数万円しかなかった財政調整基金を

しっかり確保するよう財政当局へ突き付け、今で

は数十億円規模を確保するようになった。また、

地域公共交通や光回線の整備についても提言し施

策に反映できるようになってきた。

政策を進めるに当たり、財源が問題である。政

策の検討と一緒に財源のあり方についても研究す

べきではないか。

例として学校支援員やスクールカウンセラー等

の方々は、単年度雇用で予算が少ないことから人

数が少なかった。文教厚生委員会として教育予算

の執行残を調べ、その残予算をこれらの方々の雇

用にかかる予算に活用すべきと当局に対して要望

的意見を出してきた。

３班 行仁

政策討論会の分科会としての横断的テーマはない

のか。横断的に討論はしないのか。例えば、少子

高齢化の問題について、長期総合計画との関連で

の議論はしないのか。

特別委員会を設けていくのも必要かと思う。必要

性を受けとめる。

議員 議員
１班 大戸

今年は選挙があり、どんな人が出るかもわからな

いので、議員の顔を見に来た。

ご意見として伺う。

政策討論

会

政策研究

１班 門田
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○　議会(定例会、政策討論会など)について

項目
小項目 班 地区

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容

議員 議員
２班 一箕

議員は地区のことだけを考えるべきでなく、市全

体のことを考えるのが市議会議員であると考え

る。

ご意見として伺う。

議会活動 議会活動
２班 河東

議員の活動を見ていると、毎年１月から３月にか

けて市長に対して各会派が要請書を提出してい

る。予算に向けた取組とすれば、２月には予算が

ほぼ決まっているわけだからおかしいのではない

か。

予算の要望だけではなく、事務事業に対する要請

もあると考える。各会派に持ち帰って検討する。
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４４４４．．．．事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書についてについてについてについて
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

Ｐ14

Ｐ32

町北・

高野

１．取得農地面積の緩和
について

【市民からの要望・質問】
　農地付き空家へ移住を希望する場合の取得農地面積の緩和策
があればより移住が進むと思われるため、取得農地の下限面積
を緩和できないか。

【事後処理結果】
　５月17日に農業委員会に確認。
　「平成21年に農地法の一部改正があり、一定の要件を満たせ
ば各自治体において基準面積を緩和できることとなりました。
農業委員会としても法改正に当たり種々検討しましたが、農地
の集約率が高い、経営農家一戸当たりの耕地面積が比較的大き
い、耕作放棄地面積が少ないなどの理由により、基準の緩和は
していません。ただし、１年ごとに見直しが行われることと
なっており、検討してまいります。」との回答を得た。

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ15

Ｐ25

謹教

２．国道118号の清掃に
ついて

【市民からの要望・質問】
　旧学鳳高校の校庭を駐車場として開放している。問題は、校
庭が土のためタイヤに付着した土や砂が、校庭の西口から国道
118号に付着し、場所によっては道路の端に塊となって集ま
り、周辺では土埃が起きている。町内で掃除をしているが、市
の対応をお願いしたい。

【事後処理結果】
　５月17日、担当課である総務部総務課に確認。
　「今年１年間の駐車場運営について期日が決定している。意
見として出された国道118号の清掃については、対応してまい
ります。」との回答であった。

出典 オープンストリートマップ

国道118号 旧学鳳高校西側

タイヤに付着した土や砂の掃除
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ18 城北

３．駅前駐輪場の管理 【市民からの要望・質問】
　会津若松駅北側にある駐輪場の問題です。草が伸び放題なの
で管理をしていただきたい。

【事後処理結果】
　５月17日、担当課である市危機管理課に確認。
　「年２回定期的に駐輪場の管理を行っている。今年度は５月
15日、放置自転車の撤去、草刈りなどを行った。」との回答を
得た。

駐輪場

会津若松駅北側にある駐輪場

出典 オープンストリートマップ
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ18 日新

４．防犯カメラの設置つ
いて

【市民からの要望・質問】
　日新小学校、謹教小学校、第３中学校区に見守り隊を結成し
防犯に取り組んでいるが、市に対し以前、日新町にある只見線
ガード下への防犯カメラの設置を要望したが、結果としてカー
ブミラーが設置された。防犯カメラの設置を要望したい。

【事後処理結果】
・５月13日に危機管理課に確認。
　危機管理課より、「防犯の必要性は言うまでもなく、不可欠
なことであるものの、公共の場への防犯カメラの設置は、プラ
イバシー保護などの観点から、これまで設置した実績はござい
ません。今後とも、検討を重ねる必要があります。」との回答
を得ました。
　他地区の中には、地域団体の事業の一環として住民の要望に
応じて設置しているケースもあります。市議会としても、こう
した事例を参考としつつ、防犯カメラの設置については、住民
の総意のもとで設置されることが望ましいことから、まずは、
市の防犯への取組と、住民間での話し合いが必要であると考え
ます。
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ21 一箕

５．除雪後の雪溜めにつ
いて

【市民からの要望・質問】
　扇町町内の大熊町仮設住宅の一部を今後雪溜め場として使用
できないか。

【事後処理結果】
・５月22日 第２班で現地調査する。
・仮設住宅は現在も住んでいる状況であった。今後の有効活用
を含め担当課に確認する。

○危機管理課から
・扇町の大熊町仮設住宅の管理について、土地及び住宅の管理
は県で行っている。使用者である大熊町は、令和３年３月末ま
でに入居を終了させる方向を示している。現在12人の方が住ん
でいる。県からは、その後の活用方法についての方針は定まっ
ていない。との回答を得た。
○区画整理課から
・雪溜め場の活用は、危機管理課からの回答のとおり県で管理
しているので、今後の活用方針を注視する。市としては、市内
の緑地公園等を雪溜め場として有効活用している箇所が多数あ
る。今後も市民の皆さんのご意見を重視し増やしていく。との
回答を得た。

【第２班として】
・当該仮設住宅には現在も入居者がいる状況なので、引き続
き、退去時前に県側と協議していただきたい。

[扇町の仮設住宅(南側から撮影]

[扇町の仮設住宅(北側から撮影]
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ33 城西

６．川の環境整備につい
て

【市民からの要望・質問】
　城西町会館の脇に清水が流れているが、用水路（旧古川）の
下流にゴミがたまってしまう。道路維持課に川の土砂上げ、草
刈りをお願いしている。議会からも働きかけをお願いしたい。
【事後処理結果】
・５月13日　現地調査実施
　地区の役員の方に対応いただき城西町会館付近の旧古川の状
況を見てきました。現地はところどころ草が生えている状況で
した。地区の方のお話では、去年の秋、草が茂り水が流れなく
なったため市にお願いし除草をしてもらったそうです。昔は地
域の方が川に入って川ざらいをしていましたが、近年はできな
くなったため、市で川ざらい等をしてほしいという要望でし
た。
・５月14日　道路維持課河川グループに確認
　道路維持課より、「近年、川ざらいや草刈りなど川の環境整
備に関する市民からの要望が増加しています。原因として、高
齢化により川ざらいが難しくなっている地域があること、農業
用水として利用し管理整備されていた川が、農地の宅地化によ
り管理する人がいなくなった事などが考えられます。現在、皆
様から寄せられる要望に全て応えることは困難で、川ざらいや
管理等は地域で行っていただくことを基本としていますので、
地区のご協力をお願いしているところです。なお、緊急性があ
るところや、危険なところについては、ご相談下さい。」との
回答を得ました。
　５班として、河川の管理に関する要望は、全市的に増えてい
ることから、今後の課題として認識しました。

旧古川の現状を地元の方に教えていた

だきました
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ36 日新

７．末廣酒造通りの水路
の改修について

【市民からの要望・質問】
　以前に、末廣酒造の通り（市道若３－306）の水路の一部を
改修していただいたが、その水路の一部に未だ蓋がかかってお
らず、以前に高校生が自転車で落ちてしまった。たいへん危険
であるため、対応できないか。

【事後処理結果】
・５月13日に道路維持課に確認。
　地区から要望書を提出してほしいとの回答でした。
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ37 大戸

８．小塩地区の市道の
ガードレール破損につい
て

【市民からの要望・質問】
　小塩地区市道（市道幹Ⅱ－16）の路肩に設置されているガー
ドレールについて、路肩が崩落しているためガードレール根元
部分が浮いていて危険である。

【事後処理結果】
〇これまでの経過
　市道幹Ⅱ-16号線の引下地区において、ガードレールの根元
である路肩が崩落し、ガードレールの根元部分が宙に浮いてい
る状況である。地元上小塩区長から道路維持課へ通報済である
が、まだ対応が図られていない。
〇今回の対応
　５月10日、現地確認を行いガードレールの設置状況が危険な
状態であることを確認した。市道路建設課に市民要望を伝え、
今後の対応について聞き取りを行った。
〇現状と今後の対応
　ガードレール根元の路肩部分の復旧には、崖下からの復旧工
事が必要なことから、復旧には多額の費用と工期が必要と思わ
れる。
　現地路肩部分の幅は約１ｍ程度あることから、道路敷との境
界（ガードレールと道路の間）に緊急的措置による注意喚起・
侵入予防対策を講じることを要請した。
　５月14日市道路維持課より、道路敷に単管パイプを埋設し
ロープを張り巡らせることにより、注意喚起を図る対応を行っ
たことが報告された。
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ37 湊

９．吉ケ平ダムから原地
区の市道整備について

【市民からの要望・質問】
・吉ケ平ダムから原地区の市道について、防災面でも活用する
ので整備の要望を出しているが実施されていない。

【事後処理結果】
・５月24日 第２班で現地調査。当該地区の吉ケ平への市道路
を確認する。以前の意見交換会でも出された経過にあるので、
今後の整備計画について担当課に確認する。
○道路建設課から
・吉ケ平への市道路は３級市道である。今後の舗装等の整備計
画の予定はないが、地元町内会の要望を勘案し、緊急を要する
事案発生時などを含め、今後協議していきたい。との回答を得
た。

Ｐ38

町北・

高野

10．道路の白線等につい
て

【市民からの要望・質問】
　前回も申し上げたが、道路センターラインや横断報道などの
白線が市内全般的に消えており、危険なので早急に対応して欲
しい。

【事後処理結果】
　５月22日に道路維持課に確認。
　「優先順位がありますので、その順番ごと随時対応している
ところです。なお、危機管理課を通して警察にも伝えていきま
す。」との回答を得ました。
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ39

町北・

高野

11．都市開発について 【市民からの要望・質問】
　アピオ東側に物流ネットワーク構想があり、地区住民として
は協力する体制であったが頓挫した。市を信用できない。今後
の開発の見通しはあるのか。基盤整備との兼ね合いがあり、ど
うしたらよいのか悩んでいる。

【事後処理結果】
　５月17日に企画調整課、農業委員会に確認。
　「本地区は、平成４年ごろ物流ネットワークなどの構想があ
りましたが、市の財政難などにより中止となった経過にありま
す。市を取り巻く内外の情勢から、中止となった構想が動き出
すことは考えにくいので、これからは、地区内農業者としてど
のように土地利用をしたいのか意見を集約することが求められ
ます。そのうえで、改めて関係機関と協議に臨むことになると
考えます。」との回答を得た。
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ページ

地区 件名 処理（対応）内容 備考

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会・・・・事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書事後処理報告書

Ｐ40 城西

12．学校のエアコン設置
について

【市民からの要望・質問】
　小・中学校のエアコン設置について、ランニングコストはど
のように考えているのか。

【事後処理結果】
　小・中学校の空調設備は、国の補助対象が空調機器の買い取
りによる設置となっていることから、リースではなく買い取り
での設置となりました。熱源方式は「電気式」と「ガス式」が
ありますが、室外機の設置場所の確保や稼働音、メンテナンス
等を比較し電気式で整備しました。また、省エネルギー型の機
種を選定しています。
　年間の電気代は山形市を参考に試算し、小学校1.2倍、中学
校1.5倍となることが想定されます。一方で、老朽化したボイ
ラー所有校や地下タンクの更新が迫っている８校については、
暖房もエアコン対応とするため、重油費や管理費が減額となり
ます。
　メンテナンスについては、フィルター清掃等がありますが、
具体的な実施方法は検討中です。
　なお、電気料、メンテナンス費用について国からの補助はあ
りません。
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Ｐ41 湊

13．赤井谷地沼野植物群
落に繁茂している特定外
来生物に指定されている
植物であるオオハンゴン
ソウの問題について

【市民からの要望・質問】
　市から委託されて赤井谷地沼野植物群落のパトロールを実施
している。近年、特定外来生物に指定されている植物であるオ
オハンゴンソウが非常に増えており、パトロールによる駆除だ
けでは手に負えない状況にある。市でも何とかしてもらいた
い。

【事後処理結果】
〇現状の対応について
　５月13日に市教育委員会文化課に確認したところ、オオハン
ゴンソウの除去については、地元に委託しているパトロール、
及び指定地縁辺部の刈払い時に駆除を依頼している。その効果
により指定地域への進入は現在、認められていない。しかし、
近年の増加傾向により指定区域への進入が危惧されることか
ら、専門家の指導を受けながら地元への駆除依頼回数を増やす
などの対応を検討していきたいとのこと。

〇今後の対応
　平成11年に赤井谷地沼野植物群落保存管理計画が策定され、
現在はその計画に沿って湿原からの漏水防止や湿原内地下水位
の計測など、保存や湿原の乾燥化を防ぐ方策にさまざま取り組
んでいる。議会としても取組状況を確認し追加の対応が必要な
のか、継続して情報収集と現地状況の把握に取り組んでいく。

オオハンゴンソウ
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Ｐ49 大戸

14．テレビの共同アンテ
ナ回線について

【市民からの要望・質問】
　現在テレビの共同アンテナを建てて受信している。この回線
は光回線のはずである。そうなれば二重に各家庭に引くことに
なり無駄になるのではないか。

【事後処理結果】
　５月27日に総務省の関係部門に、現在共同アンテナで視聴さ
れているご家庭のアンテナ線について確認しました。
　平成23年より地上デジタル放送に移行した際に、共同アンテ
ナの工事を行ったもの(地デジはUHF帯の電波のみを使用するた
め)ではありますが、各家庭にきている線は、従来通りのもの
で光ファイバーではありませんでした。よって二重に光回線を
敷設するということではありません。現在福島県では光テレビ
で地上デジタル放送の受信は、サービスが提供されておらず、
視聴ができませんが順次拡大が予想されますので、共同アンテ
ナを運営されている地域では、今後の検討課題になるかと考え
ます。
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Ｐ51 大戸

15．イノシシ対策につい
て

【市民からの要望・質問】
　イノシシのエサに入れる避妊薬のような物はないのか。

【事後処理結果】
・５月24日　農林課に確認。
　農林課より、「家のネズミなどに対しては累積毒剤や急性毒
剤などあり、餌に混ぜるという形で有効な手段ではあるが、イ
ノシシに対して山林に毒をまくという形をとると、イノシシの
みならず他の動物などの生態系にも大きく影響が考えられるこ
とから、有効な手段とは考えられず、悪影響の方が大きいと思
われる。」との回答を得ました。
　また、避妊薬についてさらに調査したところ、エゾシカで現
在実験段階であり、経口薬ではなく、あくまで生け捕りをして
から注射する方法をとっている。効果についても持続性に問題
があることから、二度三度捕獲して行わなければならない可能
性があるなど、コストや労力、有効性の面からもまだ難しい状
況のようです。
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Ｐ55 門田

16．通学路として使用さ
れている市道の拡幅につ
いて

【市民からの要望・質問】
　小金井小学校から東側に向かう道路（市道門３－93）の拡幅
が進まない。10数年前からの課題で、通学路として冬場などは
特に危険な状態になる。

【事後処理結果】
〇これまでの経過
　市道門３－93号線の現状は、西側市道幹Ⅰ－17号線から小学
校前付近までの道幅は、小学校建設時に拡幅されているが、そ
の区間以外についての拡幅工事は行われていない。
指摘のあった区間については、宅地と水田を挟んだ状況の市道
であり、側溝整備はなされているものである。

〇今回の対応
　５月17日、市道路建設課に市民要望を伝え、これまでこの区
間についての要望等があったか確認をした。
　平成20年に本区間における一部宅地が道幅を狭くしていると
の相談記録があったが、拡幅工事等の要望は過去10年間で行わ
れていないことを確認した。

〇現状と今後の対応
　地区として、本区間の拡幅について要望書の提出が必要と思
われる。その前段として、拡幅に伴い宅地側もしくは水田側の
用地買収が必要となることから、土地所有者を含めた地区要望
の取りまとめが必要と思われる。

道路拡幅要望箇所

道路拡幅要望箇所道路拡幅要望箇所

道路拡幅要望箇所
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Ｐ55 門田

17．危険個所への対応に
ついて

【市民からの要望・質問】
　会津総合運動公園わんぱく広場北東側と市道（市道門３－
329）の間に隙間があり、その隙間から水路に転落する恐れが
あるため、ＰＴＡとして危険個所として侵入防止対策をしてい
る。柵など設置してほしい。

【事後処理結果】
○これまでの経過
　会津総合運動公園わんぱく広場の外周にはフェンスが設置さ
れ、広場北側を流れる水路への広場内からの侵入を防止してい
る。
　市道門３－329号線とこのフェンスの間に１ｍほどの隙間が
あり、その隙間から水路への侵入を防ぐため、門田小学校ＰＴ
Ａとして危険個所と指定し対策を講じている。

○今回の対応
　５月13日に現地調査を実施しました。今回の要望について児
童等の侵入防止対策を講じるため関係機関と調整をすることと
なりました。

○現状と今後の対応
　５月13日、公園管理者（花と緑の課）と協議を行った結果、
道路管理者（道路維持課）と調整をし、侵入防止のための対応
を早急に行うこととなりました。
　なお、５月23日、花と緑の課より現場対応が完了したことの
報告を受けました。

対応後

対応前
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Ｐ56 東山

18．河川敷整備について 【市民からの要望・質問】
・新田橋下流は整備されたが、上流が整備されていないため熊
が、河川敷を歩いている。市はどのように考えているのか。地
元としては整備して欲しい。

【事後処理結果】
・５月20日　道路維持課　河川グループに確認。
　道路維持課より、「新田橋は湯川上流に架かる橋である。湯
川は１級河川であるため県の建設事務所による管理となる。」
との回答でした。

　

Ｐ58 東山

19．道路整備について 【市民からの要望・質問】
・正法寺入り口から天寧寺へ続くいにしえ街道の回遊道路であ
るが、小型ポンプ車も通れない道で、以前は車も通り通学路に
なっていた市道である。平成30年８月に市へ道路整備の要望書
を出しているが早く補修して欲しい。

【事後処理結果】
・５月20日　道路維持課に確認。
　道路維持課より、「市では数ある道路整備の優先順位を決め
ている。回遊道路として重要とは考えられるが、早急な対応は
困難であるご理解をお願いしたい。」との回答を得た。
・５月27日現場確認。
　通学路、生活道路になっているが、道路の片面土止めの小規
模崩落がみられることから、改修が必要であることは間違いな
い。
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Ｐ59 東山

20．いにしえ街道の街灯
設置について

【市民からの要望・質問】
・いにしえ街道の飯盛山につながる道路（市道幹Ｉ－８）で中
学生の交通事故が起きた。街灯がなく真っ暗になり見通しが悪
いので、街灯を設置して欲しい。

【事後処理結果】
・５月20日　危機管理課に確認。
　危機管理課より、「市では町内会等が夜間における犯罪の防
止・通行の安全を目的として、道路、橋、公園などに照明用と
しての設置工事費の一部を補助している。町内会で「防犯灯設
置補助金」の申請をして欲しい」との回答を得た。
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Ｐ61 湊

21．湖水浴場の監視小屋
について

【市民からの要望・質問】
　崎川浜湖水浴場の監視小屋が一畳ほどしかなく狭いので拡張
してほしい。また、監視小屋にＡＥＤがないので設置してほし
い。

【事後処理結果】
○５月８日に観光課に確認。
  「平成30年９月14日に湊町区長会と湊防犯水難防止協議会よ
り、湊防犯水難防止協議会補助金の増額と監視小屋の充実化の
２件の要望をいただいており、今年度、監視員のなり手が不足
している現状を考慮し、監視員の育成の必要性を優先して湊防
犯水難防止協議会の活動に対する補助金を増額した経過にあ
る。」との回答を得た。
○５月８日に危機管理課に確認。
「監視小屋の充実化については、今後、地域の方々と協議を重
ね検討していく。」との回答を得た。

【第２班として】
　監視員は、人命救助を含め、浜の安全を守る大きな役割を
担っていることから、監視体制の環境整備は大変重要であり、
今後の経過を注視していく。
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Ｐ61 湊

22．湊地区への大豆とそ
ばの乾燥施設設置の要望

【市民からの要望・質問】
　大豆はＪＡ（農業協同組合）の米出荷が終わらないと運び込
めない。そばも磐梯のカントリーの米が終わらないと運び込め
ない。湊地区に大豆とそばの乾燥施設を設置してほしい。

【事後処理結果】
○５月８日に農政課に確認。
　「湊地区においては、大豆とそばが集団転作として多く栽培
されており、その乾燥・調製についてはＪＡ（農業協同組合）
の施設で行っている。過日（４月26日）開催された、湊地区生
産組合連絡協議会通常総会においても、湊地区における乾燥・
調製施設導入について検討の必要性が提起されたところであ
る。今後、集団転作を行っている集落営農法人・団体の方々や
ＪＡ（農業協同組合）、県、市などによる話し合いの場を設
け、事業主体の考え方や地区として必要な施設の機能・規模、
活用できる補助事業などについて検討を始める予定である。」
との回答を得た。

【第２班として】
　湊地区の農業の発展は、地域の活性化に欠かせないものであ
り、今後の経過を注視していく。
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Ｐ62 一箕

23．背あぶり山のアスレ
チック遊具について

【市民からの要望・質問】
　背あぶり山のアスレチック遊具が壊れていて危険であり、修
繕すべきと考える。子どもたちの集う場所としてアスレチック
遊具は必要なので、修繕して使用できるようにしてほしい。

【事後処理結果】
・５月17日に花と緑の課に確認。
　花と緑の課より、「施設25カ所のうち４カ所が壊れており、
壊れているものについては使用できないように安全対策を施し
ている。今後は、壊れているアスレチック遊具施設は撤去する
方向で考えている。」との回答を得た。
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Ｐ67 鶴城

24．県立病院跡地の利活
用構想案を作成するため
のプロポーザルの結果に
ついて

【市民からの要望・質問】
　前回の意見交換会で、平成31年３月22日がプロポーザルの最
終報告日となっていると確認したが、その結果はいつごろ市民
に公表されるのか。

【事後処理結果】
・５月10日に企画調整課に確認。
　企画調整課からは「基本的に利活用構想案をまとめるのは市
であり、今回のプロポーザルは、その構想を作成するに当たっ
ての調査や基礎資料を依頼したもの（県立病院跡地利活用基本
構想策定支援業務委託料）である。」との回答を得た。
　今回の最終報告日とは、プロポーザル側の企業から当局への
報告の最終日ということであり、その報告を受けてから当局で
構想案をまとめた。その案は、３月19日に総務委員会協議会
と、４月25日の全員協議会において議会側に示されたところで
ある。市民に対していつ頃公表するのかは未定とのことであ
る。
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Ｐ89 北会津

25．水路の泥溜について 【市民からの要望・質問】
　高速道路の下（北会津町和泉原山の会津坂下町との境界付近
にある磐越自動車道下）の水路に土砂が溜まっているが、土地
改良区から委託を受け、地域の人が土砂上げをしているが、高
齢化もあり負担となっている。

【事後処理結果】
　５月13日　北会津町和泉原山の会津坂下町との境界付近にあ
る磐越自動車道下の現地調査を行いました。水路の泥溜めのマ
スは大きく深いもので、高齢による負担感は理解できるもので
した。また、水路ののり面に草が生い茂げっている状況が確認
されました。後日大川土地改良区に伺ったところ、高速道路下
の水路の泥溜めは、集中豪雨時の災害を防ぐためにも今後も土
砂上げ等の管理は継続して地区にお願いしたいとのことでし
た。
　また、後日、大川土地改良区から、意見を出された方に説明
がありました。
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Ｐ89 北会津

26．タテ川の水路の除草
について

【市民からの要望・質問】
　北会津町鷺林の北側にあるタテ川の用水路の水草の除草がで
きていない。

【事後処理結果】
　５月13日現地調査を行いましたが、まだ時期的に水草が生い
茂っている状況ではありませんでした。後日、大川土地改良区
に問い合わせしたところ、２年前までは地区に委託し、川の管
理をしていただいていましたが、地区から高齢化のため川の管
理ができないとのことから、現在は事業者に川の管理を委託
し、毎年順番に川の整備をしているとのことでした。
その後、大川土地改良区から、意見を出された方に説明があり
ました。

Ｐ93 一箕

27．議員報酬について 【市民からの要望・質問】
　報酬のある議員と報酬のない議員の二通りを条例等で定めて
いるところがあると聞いているので、そのような事例も勉強し
てもらいたい。新潟県の市でそのような事例があると承知して
いる。

【事後処理結果】
　地方自治法第203条には、「議会の議員に対し、報酬を支給
しなけれはならない」と規定されています。そのため報酬を受
け取らない条例を制定することはできず、もし報酬の受け取り
を拒否した場合は、寄付行為に当たることから、現状は報酬の
受け取りを拒否することは難しいところです。また、５月24日
に全国議長会に確認したところ、報酬を受け取らない条例を制
定している市議会はないとの回答を得ました。
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